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速報

プロセッサの動力伝達効率改善の可能性*

毛綱昌弘**・山口浩平日**-伊藤崇之**

1. はじめに

高性能林業機械の中で最も普及している機械はプロセ

ッサであり，園内ではほとんどの機種が油圧ショベルの

パケットを取り外し，作業用アタッチメントを架装して

稼働している。油圧ショベル用のアタッチメントには林

業用だけではなく，プレーカー，解体作業用機械等様々

な機種が存在するが，アタッチメント内に油圧モータ，

シリンダ等のアクチュエータが多数装備されている点

が，プロセッサヘッドと他のアタッチメントとの大きな

違いである。プロセッサは枝払い操作時のように油圧シ

ョベルの全動力を要するような大きなアクチュエータを

動作させる場合もあれば，ヘッドを旋回させるだけの操

作のようにほとんど動力を必要としない動作もある。

油圧ショベルからアタッチメントへの動力供給は，油

圧ショベルの予備ポートを制御することによって行われ

ている。プロセッサヘッドのように，アタッチメントに

アクチュエータが多数装備される場合，アタッチメント

内部の電磁方向切替弁等によって，アタッチメントの動

作が制御される場合が多い。現行のプロセッサでは，ア

タッチメント内部の電磁弁が操作されると同時に，油圧

ショベルの予備ポートを動作させて，ヘッドへの動力供

給を行っている。このとき，アタッチメント内部のどの

アクチュエータが操作されているかまでの情報は油圧シ

ョベルには伝達されていなし、。送材用モータのような大

きなアクチュエータの場合でも，ローテータのように小

さい場合でも，油圧ショベルの動作は同じである。この

ため，小さなアクチユエータの場合には速度を調整する

ために，絞り弁等が使用されている。これが圧油を無駄

に消費するとともに，油温の上昇の原因にもなり，燃料

消費量の悪化を招いている。

近年の油圧ショベルでは，ハイブリッド機が開発され

たり，圧油の還流回路が構成されたり等，低燃費化が進

んできている (1，3)。しかし，林業作業用アタッチメ

ントを装備した車両では，上記の理由等により，無駄に

燃料を消費している可能性が高く，低燃費化に関する研

究もほとんど行われていなし、。油圧ショベルが低燃費化

されても，そのメリットを全く生かせていない状況とい

える。

本報告においては，プロセッサヘッドへ供給されてい

る動力とヘッドのアクチユエータの出力を計測して，動

力の伝達効率を調べることで，効率の低い作業を明らか

にすることを目的とした。さらに，無駄に消費している

燃料の試算を行うとともに 燃料消費量の改善策につい

て中食言すを行った。

2.実験方法

実験には，バイオマス対応型プロセッサ (2) として

試作した機械を用いた。この機械には梢端部を粗砕する

機能が付加されているため，機械質量が市販機に比べ大

きくなっているが，送材，チェーンソ一等の造材機能は

同等である。このプロセッサヘッドに油圧ショベルから

供給される動力と，各作業時におけるヘッドのアクチュ

エータの出力を同時に計測することで，動力の使用割合

を求めた。油圧ショベルの全出力ではなく，ヘッドへ供

給されている動力に対する割合であるため，油圧ショベ

ルのブーム，アーム等が操作されても，この割合に影響

はない。

油圧ショベルとプロセッサヘッドは，ショベルから圧

油を送るポンプラインと，ヘッドからショベルへ戻るタ

ンクライン， ドレンラインの3本の油圧ホースで接続さ

れている。ヘッドに供給される動力の計測は，ポンプラ

インの流量と圧力を計測して算出した。ヘッドのアクチ

ユエータの出力計測は，モータの場合，入口側および出

口側の両ポートの圧力差と押しのけ容積から回転トルク

を求めるとともに，回転数を近接スイッチあるいはロー

タリエンコーダで計測して算出した。このとき，モータ

の効率は100%として計算している。シリンダも同様に，

ポテンショメータを使用することで，移動量の計測を行
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と燃費が完全な比例関係にあるとすると，チェーンソー

の操作時間は一回あたり約5秒であるから， 一回の操作
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い，シリンダの諸元値から演算している。

実験の対象とした作業は チェーンソ一作業，枝払い

作業およびはい積み作業である。プロセッサの作業でヘ

ッドが最も動力を要する作業として，枝払い作業を選択

するとともに，動力をほとんど使わない作業として，は

い積み作業を選択した。
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3.実験結果

3.1チ工ーンソ一作業

プロセッサのチェーンソーによる王切り作業と送材装

置による微速送材を繰り返し行った時のチェーンソー用

モータの圧力変化を図-1に，流量変化を図 2に示す。

このとき，材径は41011から33011へと徐々に細くなってい

る。油圧モータの入力側のポート圧力が大きくなってい

るときがチェーンソーによる鋸断時である。鋸断時には，

圧力はポンプライン，モータの入口側，出口側，そして

タンクラインの)1慣に低くなっている。モータの出口と入

口の差圧の計測結果とモータの押しのけ容積から計算す

ると，鋸断時におけるモータの平均トルクは約24Nmと

なる。また同時に，近接スイッチでモータの回転数を計

測した結果，約6，000叩mで、あった。モータの容積効率を

1ω%とすると，約60L/minの流量となり，図 2に示すよ

うに，プロセッサへのポンプポートに取り付けられた流

量計の示す流量とほぼ同じであることが確認できる。

図 1に示した実験時におけるプロセッサヘッドへ供

給された動力，チェーンソー用モータの出力とともに，

モータが使用した動力の割合を効率として図-3に示す。

ソーチェーンによる鋸断時には，約25kWの動力がプロ

セッサヘッドに供給されているが，ソーチェーンを駆動

しているモータは約14kWの出力となっており，ヘッド

へ供給された動力の56%程度の動力でモータが動いてい

ることになる。プロセッサヘッドから油圧ショベルへの

戻り側であるタンクラインでは，背圧の影響により2kW

程度の動力が必要とされている。残りの約9kWの動力が

プロセッサヘッドでモータの出力以外に消費されている

ことになる。

プロセッサのチェーンソー用モータの油圧回路には，

図-4に示すように，モータの入口側には回転数調整用

の絞り弁が入るとともに，出口側にはガイドパー駆動用

の油圧シリンダを動かすために絞り弁が備えられてい

る。図-1に示すように，モータの入口側では6MPa程度，

出口側で、は2MPa程度の圧力が損失している。これらの

絞り弁の影響により，圧力損失が大きくなり動力の伝達

効率が低くなっていると考えられる。

実験機の油圧ショベルの定格出力は67kW/1，95仕pmで、

あり，このときの燃料消費量は約20L/hである。チェーン

ソ一作業時には約9kWの動力が無駄になっている。負荷
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につき約3.73ccの燃料を無駄に消費していることになる。

年間200日， 1日50本の材を3回のチェーンソー操作で処理

すると仮定した場合，年間あたり 112L程度の燃料を浪費

している計算になる。

3.2枝払い作業

平坦な場所で，ヒノキの枝払い作業を行った際の送材

用モータの圧力変化を図 5に，流量変化を図-6に示す。

枝を払いながら，梢端方向へ送材した後， 一度元日方向

へ戻し，もう一度梢端方向へ送材し，元日方向へ送材し

ており，材は二度往復している。最初の送材時に枝は全

て払われているため，二度目の送材時には，枝払いは行

われていない。全木材の質量は338kg，材長13.5m，胸高

直径25cm，枝払い後の質量は242kgで、あり，枝の質量割

合は28.4%であった。

モータの入口側の圧力が高い時が梢端方向への送材時

であり，出口側の圧力が高い時が元日方向へ戻すために

モータを逆回転させているときである。図 1に示すチ

ェーンソー用モータの時には，モータ駆動時におけるヘ

ッドへの供給圧力は約25MPaで、ほほ一定となっていたが，

送材用モータ駆動時には，絞り弁がないため，負荷に応

じて変動していることが確認できる。また，チェーンソ

ー駆動時にはヘッドへ60L/min程度の圧油が供給されて

いたが，枝払い時には図-6に示すように150L!minにまで

増えていることも確認できる。梢端方向への送材時には
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図-6 送材用モータの流量変化
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ヘッドへ供給された油量の一部は，送材用ローラおよび

枝払い用ナイフを幹に押し付けるシリンダに流れるた

め，モータの流量は少なくなっている。しかし，元日方

向へ逆転しているときは，ほとんど差がないことも確認

できる。

送材用モータを駆動する油圧回路には絞り弁は入って

いないが，図 5に示すように，ポンプラインとモータ

の入口，モータの出口とタンクラインにはそれぞれ差圧

が生じている。これは，電磁弁内における圧力損失およ

びすべての送材用ローラを等速で回転させるための同調

機構による負荷と考えられる。この圧力損失はヘッドへ

供給された全動力の約15%に相当する。ヘッドから油圧

ショベルへ戻るタンクラインの背圧は約1.5MPa程度であ

り，これは全動力の約5%に相当する。送材用モータの

差圧および回転数から計算したモータ出力は全動力の約

70%である。残りの動力は枝払いナイフ等を動作してい

るシリンダに供給されていることとなり，全動力の約

10%に相当する。

本実験を胸高直径，質量，材長等の異なる全木材を用

いて行ったが，動力の配分割合にはほとんど変化がなか

った。実験用に用意した全木材の最大質量は約1tであっ

たが，全木材の質量に起因する送材力不足は確認できな

かった。質量が大きくなると，送材用モータのトルクが

大きくなる傾向はあるが，枝払いナイフが枝に食い込ん

で，枝払い不能になる場合がほとんどであった。

枝払い作業時には，送材用モータの使用動力は約70%

であるが，チェーンソ一作業時のように，絞り弁等によ

る動力の損失はない。モータの使用動力を向上させて送

材力を大きくするには，枝払いナイフ等を動作させてい

る動力を利用できれば， 10%程度の送材力アップは期待

できる。しかし，この場合には，枝払いナイフ等を駆動

しているシリンダを，アキュムレータ等に蓄圧された圧

力を用いたり，電動化したり等，動力を別に用意する必

要がある。

3.3はい積み作業

はい積み作業はプロセッサのグラブの開閉とローテー

タの回転，油圧ショベルのブーム，アームおよび旋回操

作の組み合わせにより作業が行われる。試験機を用いて

はい積み作業を行った際のローテータ用モータの回転数

とグラブ用シリンダの移動速度を計測した結果を図 7 

に示す。それぞれ，ポテンショメータを各可動部に取り

付け，得られた値の差分値から速度計測を行った。作業

は， 3mの短幹材10本のはいの移動を行った。短幹材をグ

ラブでっかんで、，ショベルで旋回してから，ローテータ

で材の向きを調整しながら，グラブから離す作業を3回

繰り返した結果である。作業には約3分要した。このと

きのモータ，シリンダの出力変化を図 8に示す。油圧
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図-7 はい積み作業時におけるアクチュエータの移動速度
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図-8 はい積み作業時における出力変化

ショベルからヘッドへ供給されている動力は，負荷が小

さいため，ほとんど10kW以下である。ローテータ用モ

ータの出力は1kW程度で、あるとともに，グラブシリンダ

も数kW程度の出力であった。図-8に示す3分間の出力

を時間積分することでエネルギー使用量を求めると，ヘ

ッドへ供給されたエネルギーは196.2kJとなる。これに対

して，ローテータ用モータのエネルギーは5.9kJであり，

グラブシリンダは37.lkJとなった。それぞれ3%，19%と

なり， 78%のエネルギーが失われたことになる。

図-7に示す3分間の作業時において失われたエネルギ

ー量を油圧ショベルの燃費から換算すると， 12.70ccの燃

料が無駄に消費されることになる。これは時間あたりの

燃料消費量に換算すると，約0.25L/hに値する。プロセッ

サを用いてはい積み作業を行うと， 4時間で約1Lの燃料

を無駄に消費することになる。作業時聞が長くなると，

所要動力が小さくても，効率が低いことから燃費の悪化

につながりやすい作業である。また，グラップルヘッド

に比べプロセ ソサヘッドは重いことからも，油圧ショベ

ルのブーム， マームの負荷も大きくなっているため，燃

料消費量も大f;くなっていると考えられる。

4.おわりに

プロセッサヘッドへ供給された動力は，枝払い作業の

ように高負荷の作業時には，ほとんど動力は浪費されて

いない。しかし，はい積み作業時のように，低負荷の作
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業時にはアクチュエータの使用動力は20%程度とかなり

低い結果となった。これは，油圧ショベルからプロセツ

サヘッドへ送られる圧油は，負荷の大きさに応じてショ

ベル側で制御しているのではなく，プロセッサヘッドが

操作された場合，常に全動力の圧油を送れる構造となっ

ているからである。このため，ヘッドの負荷が低い場合

には，絞り弁等による抵抗によって効率が低くなってい

ると考えられる。

プロセッサヘッドのアクチュエータの負荷に応じて，

油圧ショベルから送る圧油の流量，圧力等を制御できれ

ば，動力の使用効率は高くできると考えられる。しかし，

この機能を実現するには，油圧ショベルとプロセッサヘ

ッド聞において，どのような操作が行われているか情報

を共有する必要がある。さらに，使用するアクチュエー

タに応じて油圧ショベルが吐出する圧油を制御できるよ

うに，油圧ポンプの制御ソフトウェアの開発が必須であ

ると考えられる。

また，別の方法として，すべてのアクチュエータを油

圧で駆動するのではなく，電動化することも一つの方法

であると考えられる。ローテータのように，負荷が小さ

なアクチュエータを油圧で駆動しようとすると，絞り弁

の効果が大きくなって，効率が低くなる。使用動力が小

さいアクチュエータは動力源を電力に変更することで，

全体的な効率を高くすることは可能で、あると考えられ

る。また，この方法は，枝払い作業時において送材力を

大きくする方法にも使用できると考えられる。しかし，

油圧ショベルに搭載されている発電機だけで十分に駆動

できるか，検討しなければならない点は多数残されてい

る。

実験結果をもとに試算した燃料削減量は，年間でもド

ラム缶数本程度の削減効果しか得られなかった。これに

対して，伝達効率を高くするためには，油圧ショベル，

プロセッサヘッドとも，ハードウェアおよびソフトウェ

アの開発，改良が必要であり，費用対効果という点では，

あまり大きな成果を得られない結果となった。
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