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論文

林業機械作業への習熟モデルの適用と技術習得プロセスの分析

山口浩和*・岡勝**.鹿島潤*・毛綱昌弘*.陣川雅樹*・加利屋義広*料

山口浩和・岡勝・鹿島潤・毛綱昌弘・陣川雅樹・加利屋義広:林業機械作業への習熟モデルの適用と技術

習得プロセスの分析.森利誌 31 (4) : 155 ~ 162， 2016. 林業機械や油圧ショベル等の機械を操作した

ことがない未経験のオベレータ 4名を対象に，グラップルローダを使った丸太の荷役作業における習熟過

程を追跡調査した。 I車両分の丸太積みおろし作業にかかる作業所要時間は経験時間とともに減少しその

習熟は決定係数0.9以上で対数線型習熟モデル式に近似された。観察数が習熟モデルの精度に与える影響を

調べた結果，各オベレータに対して 5回以上の作業の観察を行うことで平均予測誤差率 10%程度の習熟モ

デルが得られることが分かつた。次に，機械の動作計測手法を用いて機械操作における技術的な変化を計

測し習熟に関わる要因について分析した。作業開始から経験時間 5~6 時間頃までは，機械操作方法の

理解と機械の動作特性への慣れが習熟の大半を占めたと考えられ，経験時間 20時間頃までは顕著な技術的

変化は確認できなかった。しかし 20時間を超える頃から同時操作時間の割合が大きく増加するなど操作技

術の向上が確認された。丸太の中心付近を掴む等の作業方法の習得やポンプで発生させた圧油の利用率の

向上などは作業経験とともに徐々に進んだ。このように林業機械作業の習熟は，機械操作技術，作業方法等，

複合的な技術レベルの向上によるものであると言える。

キーワード:荷役作業，グラップルローダ，習熟モデル，オベレータ，操作技術
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KARIY A : Application of a learning model to a forest machinery work and analysis of progress in a 

machine operation technique. J. Jpn. For. Eng. Soc. 31(4): 155-162，2016. We observed changes in 

the productivity of log-loading work using a grapple loader and determined how an op巴ratorcan gain 

proficiency in operating forest machines by evaluating the subsequent machine work of the operators 

who were inexperienced in forest machine operations. Consequently. we found that the work time 

tended to decrease with an increase in the work experience of the operator. This could be because of 

the improvement in machine operation techniques such as simultaneous operation of actuators or 

effective uses of machine abilities and the acquisition of work knowledge regarding log treatment or 

efficient trajectory of the work machine. This consistent decrease in work time and improvement in 

productivity can be expressed using a log-linear learning model. with a determination coefficient of > 

0.90 in regression analysis. This showed that an operator' s long-term improvement in forest machine 

operation can be predicted by observing the early progress of the operator. In addition. we revealed 

that observation of the work should be performed at least five times to complete an exact model. 
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1 はじめに

森林・林業基本計画において 平成 37年度には木材

自給率を 50%とすることが目標に示されている(林野

庁2015)。その実現のためには国産材の安定供給体制を

整え，生産量を現在の約 1.6倍程度に高める必要があり，

今後さらに生産性の高い機械作業システムの導入が進む

ものと予想される。しかし 機械作業システムの中心と

なる高性能林業機械は操作が複雑で難しく，機械を操作

するオベレータの技量が作業の生産性に大きく影響する

(y AMAGUCHI et al. 2ω8. 山口ら 2015)。そのため，高性

能林業機械の性能を発揮させるためには優れたオベレー

タが必要で、あり，オペレータ育成の重要性はますます高

まっているといえる。

これまで事業体が高性能林業機械を導入する際には，

作業システムの生産性やコストの事例は多くあるもの

の，オベレータの技術習得にどのくらいの期間が必要で、

あるかといった情報が少なく，オベレータの技術レベル

を評価する方法もなかった。そのため，オペレータが実

際どのくらいの生産性を実現できるのか不透明であり，

機械を導入した際の事業計画の立案や人員配置を効果的

に行うことができない等の問題があった。

製造業分野においては，以前より作業の習熟を考慮し

た生産計画が行われており，生産工数の推定や商品製造

における見積もりの作成等に習熟性理論が利用されてき

た(師岡 1969)。一方，森林作業は工場内生産とは異なり，

同一条件で作業が繰り返し行われる場面が少ないため，

習熟の基準となる作業を設定することができない。しか

し同じサイズの機械を使用するといった，環境条件に

影響されないー工程のみを対象とすれば，習熟性理論が

適用できる可能性がある。古川 (1997)は，研修機関に

おける複数の機械を対象とした研修において，それぞれ

の機械について最も習熟効果の高い研修時間あるいは訓

練回数を明らかにし限られた研修時間の中で最大限の

効果を得るための最適な研修時間配分を明らかにした。

またこの中で，作業に要する時間が経験時間や作業回数

の累乗に反比例する傾向があることを示唆した。年単位

の比較的長期的な習熟については，渡井・佐々木 (2008)

がハーベスタによる造材作業時間の推移が習熟モデルで

表現できることを示している。木幡・由田 (1997)は，

プロセッサ作業を対象に，無駄時間の減少や作業手順の

改善等による生産性の向上を習熟の要因として示した。

しかしオベレータの機械操作に関する技術的変化に着

目した研究事例はなく，これを明らかにすることはより

効率的な技術習得方法を開発する上で有益な資料となり

うると考えられる。

そこで本報告では，林業機械作業の中で最も基本的な

作業であるグラップルローダによる荷役作業を例に，習

熟モデルの適用可能性を検討するとともに，オベレータ

の機械操作における技術的変化から習熟の要因を明らか

にする。
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2. 方法

2.1調査の概要

2.1.1被験者 林業機械および油圧ショベル等の車両

系機械の操作経験がない 30代の男性4名を被験者とし

それぞれオベレータA. B. C. Dとした。これら 4名

は林業関係者であり，森林作業に関する知識を有してい

る。また調査開始年度から業務の一部として，フォワ-

K 油圧ショベルやスイングヤーダなど，さまざまな機

械を使った作業に従事する予定となっている。しかしこ

れまで現場の作業経験はないため，初回の調査の前に 30

分~1 時間程度，調査対象機種によりグラップルローダ

の基本操作練習を行った。

2.1.2調査期間 オペレータA.B. Cは2∞9年6月

から 2∞9年 12月及び.2010年6月から 2010年 12月ま

での計 12か月間，オペレータ Dについては. 2∞8年6

月から 2∞8年 12月までの 6か月間，調査した。その期

間中に各オベレータに対して 7 回~ 12回の作業の観察

を行った。調査期間中の機械作業経験時間は，オベレー

タによって異なるが，延べ時間で 23~45 時間となった。

オペレータが通常の業務において行った作業について

は，作業日報に機械種類，作業内容，作業時間を記録し

てもらい，作業経験時間として積算した。ただし記録の

対象とした機械作業は，油圧ショベルまたはグラップル

ローダを使用した作業のみとした。

2.1.3作業内容 調査した作業は，グラップル搭載型

フォワーダ (UOTANI AK -3)を用いた丸太の荷役作

表 1 荷役作業に用いた丸太

はい I はいE

樹 種 スギ スギ
最 大 径 (cm) 23.0 31.6 
最 小径 (cm) 8.5 10.5 
平均径 (cm) 13.8 17.7 
標準偏差 (cm) 3.08 4.50 
材 長 (m) 2.0 2.0 
材本数(本) 76 51 
キオ 積 (m3

) 2.35 2.67 

図-1 荷役作業試験の様子
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ームを駆動する各油圧アクチュエータにセンサ(ポテン

ショメータ)を取り付け，作業中の各アクチュエータの

変化量を計測し 10Hzでデータロガーに記録した。こ

れらの計測データからオベレータの技術レベルの指標と

なる様々な数値を演算した(山口ら 2015)。具体的には，

ブーム，アーム，エクステンション，旋回部の動きから a)

グラップル作業機の移動軌跡， b)丸太の荷つかみ位置，

c)アクチュエータを同時に操作する時間比率， d)作業

に利用している圧油量をもとにした機械能力の有効利用

率，であり，習熟によりこれらの指標がどのように変化

するのかを解析した。

3.結果と考察

3.1 作業時間の変化

図-2 および図 -3 に，オペレータ A~D の機械作

業経験時間と積み込み作業および荷おろし作業の所要作

業時間の関係を示した。どのオベレータについても，作

業所要時間は機械作業の経験とともに減少している。作

業時間は経験時間 10時間程度まで急激に減少した後，

なだらかに漸減する曲線を描いた。それぞれのオベレー

タについて，初回の作業と経験時間 20時間付近の作業

所要時間を比較した(表-2)。積み込み作業，荷おろし

作業ともに初回の作業所要時間はオベレータごとに大き

く異なり，積み込み作業では最大0.84時間，荷おろし作

企オベレ-$!D*

ロオベレ-$!B

4世

¥、 t:.
¥..、、. ' 、一、.、.、、、.‘ t:.

、、 也ーーー ーーームム唱
司 企.. . ._ e:. --一一

'[]..-- •. .......ー・ ι...t. .弘ーー弘ー企
‘ー司 ー・・ -_-. .a. 

w-'句ーー-l.:I.. ーーー回目召ーーー ι ー一一一 宮

業とし，フォワーダ横にはい積みされている丸太をフオ

ワーダ、の荷台へ積み込む作業および積み込んだ丸太を荷

おろしする作業(はい積み作業)とした。荷役作業に使

用した丸太の詳細を表-1に示す。オベレータに対する

調査年度が異なるため 2つの「はいjを使用した。オベ

レータ A~C については「はい 1 Jを，オベレータ D

については「はい rrJを用いた。図-1の通り，両はい

ともに丸太は車両と平行の向きに前後方向に 2列に並べ

てはい積みされている。荷おろし作業では， 2列のはい

の材積が均等になるように仕分けした。短材であるため

積み方はフォワーダ進行方向に対して横積みとした。

2.2分析方法

2.2.1 作業時間分析と習熟モデルの適用 オベレー

タ A~D の 4 名による作業を記録したビデオ映像を用

いて作業分析を行い，オベレータによるグラップルロー

ダを使ったフォワーダ 1車両分の積み込み作業および荷

おろし作業に要する作業時聞が習熟とともにどのように

変化するのかを調査した。また，各オベレータの経験時

間と作業所要時間の関係に習熟モデルを適用し，その適

合性を評価した。

習熟モデルを作成する大きな目的の 1つは，初期の観

察結果から長期的な習熟を予測することにある。この習

熟モデルの各係数を決定するためには，複数回の観察デ

ータが必要で、あるが，各事業体やオペレータ自身が実用

的に習熟モデルを活用するためには，なるべく手聞をか

けずに，精度の高いモデルが構築できることが望ましく，

作業の観察回数はできるだけ少ない方が良い。そこで習

熟モデルの各係数の安定解を得るために必要な作業の観

察数を明らかにするため，観察数の違いがモデルの精度

にどの程度影響するのか検証した。

2.2.2機械操作技術の分析 オペレータ Dを対象と

して，作業中にオベレータが操作するグラップルローダ

の動作解析を行い，経験にともない機械操作技術や作業

方法がどのように変化するのか明らかにすることによ

り，機械作業における習熟の要因を分析した。

グラップルローダの動作解析を行うため，ナックルブ

森利誌31(4) 2016 
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20時間経験後

作業時間 時間比率

(時間) (%) 
0.37 29.0 

0.34 39.8 

0.51 29.9 

0.32 35.0 

0.23 30.2 

0.l7 47.4 

0.29 24.9 

0.43 22.9 
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作業時間

(時間)
l.29 

0.86 
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0.35 

1.17 
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C
m
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表-2

作業種類オベレータ

初回と 20時間経験後の作業時間の比較(本「はい IIJ

を使用)

ロオベレ-$!B

Aオベレう<0*

-オベレーヲA

..オベレ $!C 

積み込み

荷おろし

経験時間(時間)

オベレータ (A~D) による積み込み作業時間の推移

*はい Eを使用

50 45 40 35 15 10 

。。

図-2
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業では最大1.56時間の聞きがあった。また 20時間経験

した後の作業所要時間と初回の作業所要時間を比較した

時間比率，つまりは上達の程度も大きく異なり，積み込

み作業では1O.8ppt，荷おろし作業では 24.5pptの聞きが

あった。このように，習熟の過程は機械操作に対する適

正や学習能力，あるいは作業の種類により大きく異なり，

荷役作業においてオベレータがどのような過程で習熟し

ていくのかを予測するためには，各作業について，オベ

レータ個別にモデル化する必要があるといえる。

3.2習熟モデルの適用

オベレータの習熟に対して 製造業分野で広く利用さ

れている対数線型習熟モデ?ル(師岡 1969) を適用した。

このモデルは習熟曲線が累乗式に近似できる場合によく

あてはまり，両対数グラフ上では線型となるため，各係

数を容易に決定することができる点に特徴がある。本調

査における観測データを両対数グラフ上でプロットする

と図-4，図-5の通り直線式に近似された。このこと

から，荷役作業における習熟には，対数線型習熟モデル

を適用できる可能性がある。

対数線型習熟モデルは，機械作業経験時間を x，作業

10 
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所要時間をyとした場合に (5)式のように表される。

y=αz (5) 

αは機械作業の経験時間が 1時間であった時の作業時

間とし bは習熟係数である。経験時間とともに作業時

間が減少する今回の調査のような場合には，習熟係数b

は負の値をとる。 (5)式の両辺に対数をとると (6)式

のように表すことができる。

log y = log a + b log x (6) 

ここでY=logy，X= logx， A = log αおくと (6)式は，

Y=A+bX (7) 

と表される。 (7)式は線形式であるため， 2つ以上の観

測値があれば係数α，b を決定できる。オベレータ A~

Dの積み込み作業および荷おろし作業の観測データか

ら，それぞれの係数を最小二乗法により求め，オベレー

タ個別の習熟モデルを作成した。表-3に各オベレータ

の習熟モデルの係数と決定係数 (R2
) を示す。線形近似

による決定係数は 0.9以上と高い相関関係があった。こ

のことから機械作業時間は経験時間の累乗に比例する習

熟モデルを用いてよく表現できることが分かった。

習熟モデルは 2倍の経験(時間，回数)を積むことに

より，ある一定の割合(習熟率)で作業時間が減少して

いく様子をモデル化したものである(師岡 1969)。つま

り習熟率LP(%)は，経験時間x[の時の作業時間y[と，

経験時間 2x[となった時の作業時間y2の比であり，下記

のように表すことができる。

LP =主 x100=盟主止と x100 = 2b X 100 (8) 
Yl .. AVV  a(Xl)b 

(8)式で得られたLPは， 0< LP =2b X 100 < 100 (b<O) 
の範囲にあり，この値が大きいと習熟に時間を要する作

業であることを示している。習熟モデルの係数から習熟

率は 64.3%~ 87.1% (習熟係数-0.638 ~ -0.200) と演算

された。積み込み作業と荷おろし作業を比較すると，全

100 
表-3 習熟モデルの各係数(*Iはい IIJを使用)

荷役作 習熟率決定係数
オベレータ 係数。 係数b

業種類 似) (R') 

A 0.9758 -0.341 78.9 0.9l3 
積み込 B 0.8476 -0.310 80.7 0.905 
み作業 C 2.4581 -0.463 72.5 0.957 

D事 2.0667 -0.638 64.3 0.953 
A 0.9999 -0.473 72.0 0.909 

荷おろ B 0.2935 -0.200 87.1 0.933 
し作業 C 1.3186 -0.431 74.1 0.925 

Dキ1.7082 -0.452 73.1 0.952 
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体的に積み込み作業の方が作業の所要時間は長かった

が，習熟率の平均値はほぼ等しかった。しかしその傾向

はオペレータにより大きく異なった。各オペレータの特

徴を見ると，オベレータ Aとオペレータ Bは積み込み

作業において所要時間が短く，習熟曲線は同様の傾向を

示した。荷おろし作業については，初回の作業では，オ

ベレータ Bの所要時間が短かったが，習熟率ではオベレ

ータ Aの方が小さく所要時間の短縮効果が大きいため，

早い段階で逆転する可能性がある。オペレータ Cは，積

み込み作業，荷おろし作業ともに所要時間は大きいが，

習熟率は小さいため，機械作業の経験時間を積むことで

上達していくものと考えられる。オペレータ Dは丸太材

積の多い「はいrrJを用いた作業を行っているため，単

純に比較はできないが，習熟率のみを比較すると，積み

込み作業，荷おろし作業ともに習熟率が小さく，特に積

み込み作業は上達が早いと予想された。

このように機械作業の習熟過程には機械操作の難しさ

や作業の複雑さ，あるいはオベレータの経験や学習能力，

器用さや慎重さなどが大きく関係しているため，習熟モ

デルは個々の計画や目標を設定するプロセスにおいて有

効であると考えられる。

表 4は，オートメーション工程の割合の違いにより

作業の習熟率が異なることを示したものである

(HrRSHLEIFFER 1962. HIRSHMANN 1964)。オートメーシ

ョン化が進んだ工程では作業の習熟率が大きく習熟効果

は小さいが，手作業の占める割合が大きい工程では習熟

率が小さく習熟効果が大きいという関係を表している。

今回の調査において荷役作業の習熟率は平均で 75.8%で

あったことから，機械作業 25%. 手作業 75%の作業よ

りもさらに手作業の比率が高い作業に分類される。プロ

セッサ作業における習熟を追跡した渡井・佐々木 (2008)

の調査結果では，造材作業の習熟係数が-0.3164(習熟率:

80.3%)と報告されており，今回のわれわれの調査結果

と同等の数値であった。これらのことから，林業機械作

業の生産性はオペレータの操作技術によるところが大き

く，習熟により生産性が大きく高まる可能性があること

を意味している。

オベレータの機械作業における習熟に対して習熟モデ

ルが適用できる場合， 目標とする作業時間yに到達する

まで、の経験時間x (習熟期間)は. (5)式をxについて

解いて得られる (9)式により予測することができる。

x=作 (9) 

表-4 生産工程の特性と習熟率

生産工程の特性 習熟率%
完全なオートメーション工程 100 
機械作業75% 手作業25% 90 
機械作業50% 手作業50% 85 
機械作業25% 手作業75% 80 

159 

この式を用いて，各オペレータの習熟モデルの係数α，

bを代入することにより，オペレータごとに目標とする

レベルに到達するまでの習熟期間を予測することが可能

となる。この習熟期間の予測精度は，つまりはモデルの

精度であり，実際にオベレータが目標とする習熟レベル

に到達するまでの追跡調査による検証が必要である。

3.3観察回数とモデルの精度

図 -6.図-7に作業観察回数とモデルの平均予測誤

差率を示した。平均予測誤差率は，作業時間の実測値と

モデルを用いた予測値との誤差を作業時間実測値で除し

て誤差率(%)として求め，観測回数で平均化したもの

である。各オベレータに対するモデルの平均予測誤差率

は，観察回数を増やすことにより小さくなり，モデルの

精度は向上したが，積み込み作業では観測回数4回以上，

荷おろし作業では観測回数5回以上では大きな精度の向

上が見られず，おおむね安定解が得られているとみられ

る。積み込み作業および荷おろし作業を合わせた平均誤

差率は. 2回の観測では 26.3%. 3回の観測では 19.2%.

4回の観測では 13.1%. 5回の観測では 10.7%.6回の観

測では 9.8%となった。このことから誤差 10%程度の習

熟モデルを得ょうとするならば，今回の調査結果からは

5~6 回程度の観察が必要で、あったといえる。

3.4機械操作技術の変化

3.4.1 作業機の移動軌跡機械操作技術の解析はオ
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図-6 観察回数とモデルによる平均予測誤差率の関係(積
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に変化している。作業経験を積むことにより，荷台上や

はい積み地点など時間を要する場所以外での時間の消費

が少なくなり，かつ作業機の移動を速くスムーズに行え

るようになったことが分かる。軌跡の形状に注目すると，

Iつの操作を順番に行うコの字形状から，旋回操作とア

ーム，ブーム操作を複合的に組み合わせた円弧形状に変

化しており，効率的な移動経路を通る ように変化してい

る様子が確認された。このことは， 1サイクルあたりの

作業機の平均移動距離の変化(図 的からも推測できる。

平均移動距離は，荷おろし作業，積み込み作業ともに経

験とともに減少する傾向を示し 9回目には l回目と比

較して 52%，77%に減少した。これは，複合操作による

移動経路の効率化以外にも，機械構造を理解し目標地点

へ真っ直ぐに移動できるようになったことや丸太の荷崩

れ等の修正作業が少なくなったこと等によるものである

ことが作業の分析から確認された。

3.4.2同時操作割合 図-10 (a)， (b) はオベレー

タDが作業中に同時に操作していたアクチユエータの個

数と，その操作時間の割合を示したグラフである。初回

の作業では，アクチュエータを操作している時間割合は

全作業時間に対して 20~ 23%程度であり，作業時間の

8割程度は操作を行っていない時間であった。それに対

して 9回目の作業では 操作時間の割合は 50~ 60%程

度に増加していた。2系統以上の操作を同時に行ってい

る複合操作の時間割合は，荷おろし作業では 0.2%から

27.8%へ，積み込み作業では 3.0%から 21.0%へ増加した

ことが分かった。このような技術の向上は， 2回目から

7回目まで (6時聞から 18時間まで)は大きな変化は見

られないが， 1つ以上の操作を行っている時間が漸増し

ていることから，考えている時間や待ち時間が減少して

いるものと考えられる。しかし 7回目の観測 (19時間

付近)から 8回目の観測 (28時間付近)にかけて，積み

込み作業，荷おろし作業ともに 2操作以上を同時に行う

複数操作時間割合が増加する傾向がみられた。このこと

は，オベレータの機械操作における技術的向上が今後進
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ベレータ Dを対象として行った。図-8は，荷役作業中

にオベレータ Dが操作したナックルブーム先端部(作業

機取り付け位置)の移動軌跡を機械前方から見た正面図

に投影した図である。各点は 1秒毎の機械の位置を表し，

点の数はその地点に作業機が存在した秒数に比例する。

点が密な地点ほどその場所で行う作業に時間を要してい

た，あるいはその地点を通過した頻度が高いことを示す。

(a) は経験時聞が 1時間程度の時に行った作業の軌跡で

あり， (b)， (C)はそれぞれ4回目 (15時間)， 7回目 (18

時間)の軌跡である。作業時間の累積とともに，作業空

間内の点分布が「高密度・広範囲」から「低密度・局所的」
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むことを示唆するものであると推察される。

3.4.3機械能力の有効利用率 油圧ポンプが発生さ

せた圧油のうち，オペレータが操作するアクチュエータ

において利用される圧油の割合は，オペレータの機械操

作技術を計る有効な指標となる。各アクチュエータが使

用している油量はアクチュエータの変位量と単位変位量

あたりの容積から演算することができる。その総量が機

械作業に使用されている油量となる。この機械のエンジ

ンおよび油圧ポンプが発生できる最大流量は40.5l1min

であり，この値に近づくほど機械の能力を有効利用して

いることになる。図-11に作業中の平均圧油使用量の

推移を表した。この平均圧油使用量は，作業中にアクチ

ユエータが使用 した圧油の総量を作業時間で除した値で

ある。機械に触れて間もない l回目の荷おろし作業では，

平均油圧使用量は2.65l1minであったが， 2回目の計測

では 5.92l1minと大幅に増加した。積み込み作業でも

4.691/minから 6.43l1minに増加した。l回目の作業では，

100% 
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図 10 オペレータのレバー操作状況の変化
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機械操作に不慣れであるためアクチュエータを動かす速

度が遅く，また次の操作を考えている時間が長く操作し

ていない時間が増加した等の理由から，平均圧油使用量

は低い値を示した。一方 圧油使用量が大きく増加した

2回目の観測(機械操作経験5時間程度)以降では，あ

る程度操作レバーの使い方を理解したと見られ，その後

は漸増傾向で推移し技術的に目立った向上は見られな

かった。しかし 7回目から 8回目にかけて再び増加す

る傾向を示した。油量を多く使える ようになった要因と

して，アクチュエータの動作速度が速くなったこと，複

数アクチュエータを同時に操作できるようになったこ

と操作を連続的に行えるようになったこと などが挙げ

られる。特に図 -10で示したようにアクチュエータを

複合的に操作する作業時間が増えるなど技術的な向上を

確認することができる。

これらのことから，機械操作における最初の 5~6 時

間程度は， 主に操作レバーとアクチュエータの対応や操

作方向と動作方向等の確認，あるいはグラップルローダ

の動きを理解する時間であったと考えられる。この過程

は技術習得の基礎的部分であり，その後の習熟にも関わ

る可能性がある。そのため，複雑な操作が必要となる機

械作業の中で技術を習得するのではなく， 1つずつアク

チュエータの動きを理解し操作感覚を身に付けるトレ

ーニングが必要であると考えられる。また，同時操作技

術等については，操作の効率化のために非常に重要で、あ

るが，なかなか習得し難い技術である (山田 2∞6)。高

度な技術を要するオペレータを早期に養成するために

は，これらの技術を効果的に習得できる訓練方法や訓練

装置の開発が望まれる。

3.4.4丸太つかみ位置 荷役作業においては，グラッ

プル作業機で丸太のどの位置を把持するかによって，丸

太の安定性や挙動が大きく 異なる。実移動の際に丸太が

傾くと荷崩れの原因となるばかりか荷台に載せにくくな

り，把持した丸太を高く持ち上げなければならないなど

作業所要時間や安全性にも影響する。表-5はオベレー

タDが荷つかみ時に丸太のどの位置をつかんで、いるか，
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長さ方向のばらつきとして示したものである。経験にし

たがって平均荷つかみ位置からの誤差，ぱらつきともに

少なくなっている。なるべく丸太の中心付近をつかむこ

とで丸太の挙動が安定し，傾かないことが荷台への積み

込みを容易にしたことをオベレータ Dは作業経験の中か

ら学習したものと理解できる。

4. おわりに

機械操作未経験者4名を対象として，グラップルロー

ダを用いた丸太の荷役作業について，習熟にともなう作

業所要時間の推移を追跡調査した。各オベレータともに

作業の所要時間は，作業経験の増加とともに減少し経

験時間 10時間程度まで、急激に減少しそれ以降漸減す

る傾向を示した。これらの習熟に対して対数線型習熟モ

デルを適用した結果，今回調査したすべてのオベレータ

に対して，決定係数0.9以上の高い相関により習熟モデ

ルが適用できることが分かつた。このことから初期の作

業を観察することによりモデルを使って長期的な生産性

を推測できる可能性が示唆された。また習熟モデルの各

係数を決定する際に安定解を得るためには，各オペレー

タに対して 5回程度作業を観察する必要があることが分

かった。習熟モデルを用いる際後期習熟については修

正が必要で、あるといわれている(師岡 1969)。習熟モデ

ルを実用的に用いる場合には，さらに追跡調査を行う必

要がある。

オペレータ Dを対象とした機械操作に関する技術的

習熟を解析した結果では，操作技術の習得はおおむね 5

~6 時間で一定のレベルに到達する傾向が認められた。

この初期の習熟においては機械操作に対する慣れが大き

な要因であるとみられる。その後に穏やかな傾向で進ん

だ習熟には，作業手順の効率化や作業方法の工夫等が関

係していると考えられた。また経験時間 19時間付近か

ら28時間付近にかけて， 2操作以上の複数同時操作時間

の増加や，圧油を有効に利用した操作技術の習得など機

械能力を有効に利用できる技術の向上がみられた。一般

化するにはデータが十分とはいえないが，これらの結果

から，グラップルローダの操作技術における習熟は，操

作への慣れ等によるごく初期の習熟と，経験日数4~5

日目頃から確認された複数同時操作にみられる技術的習

熟など段階的に進むものと予想された。

最大誤差 (m)

標準偏差 (m)

表-5 荷っかみ位置の精度

1回目 4回目

0.8l3 0.328 
0.285 0.138 

7回目

0.123 
0.056 

]. ]pn. For. Eng. Soc. 31 (4) 2016 

林業機械作業の習熟は，機械操作技術，作業方法等の

複合的な技術レベルの向上によるものであるといえる。

今回調査対象としたグラップルローダによる荷役作業は

林業機械作業の中では単純化された作業である。したが

ってハーベスタやプロセッサ作業の習熟に関しては，丸

太の取り扱い，作業手順の工夫や採材の判断能力など技

術的な側面より知識や経験的な能力の向上が影響すると

考えられる。そのため生産性や機械操作技術とは別に，

作業の質を評価基準に加えた解析が必要となるであろ

つ。
最後になりましたが，本調査・試験にご協力頂きまし

たオベレータの方々並びに，森林技術総合研修所林業機

械化センタ一所長，指導官の方々，機械の提供および調

整を行って頂いた魚谷鉄工株式会社飯津様には深く感謝

申し上げます。
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