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論文

枝打ちロボット用の枝噛み防止機能があるチェーンソーの開発

石樽康彦*• I• 川 崎 晴 久2• 石田 仁3

林業従事者がチェーンソーを用いて枝打ちゃ枝払いなどの作業をする場合，枝の撓み具合などを考慮して，枝がチェーン

ソーのガイドバーを噛まないように切断する方向を工夫している。チェーンソーをロボットに搭載するときは，切断方向が一

方向のため枝噛みが生じ．ロボットは切り進められなくなる。本論文では，枝切断時．ガイドバーと枝の接触点における力を

モデル式で表し，切り進むために必要な推進力を推定した。そして，枝噛み現象を再現した切断実験装置を用いて，枝噛み防

止機構の搭載と未搭載における走行モーターに流れる電流値を比較した実験を行い，未搭載の場合 148.9土20.7mAに対し搭

載した場合は 85.5士 17.2mAと低く，有意差検定 (Man-WhitneyU検定， p<O.05) では有意差有りの結論を得た。提案する

枝噛み防止機構は，枝噛み現象の防止と円軌道切削における枝の切り口を押し広げて切り進むときに受ける反力を低減し，有

効性を明らかにした。

キーワード：枝噛み，チェーンソー，枝打ちロボット．円軌道切削，等価推進力

Yasuhiko Ishigure,*・1 Haruhisa Kawasaki,2 Megumi lshida3 (2017) Development of a Chainsaw with Brauch Bite Preventing 

Mechanism for Pruning Robots. J Jpu For Soc 99: 99-104 When forestry workers prune away aud lop branches off a tree using a 

chainsaw, they do so from various directions considering the possible deflection of the branches to prevent branch-bite. When using a ro-

bot with a chainsaw attached, it may get stuck halfway due to branch-bite caused by cutting in one direction. This paper formulates the 

contact force where a branch is cut at the contact point between the guide bar and the branch, and estimates the required driving force for 

the robot to cut and proceed. Experiments were conducted using a branch cutting machine that reproduces branch-bite to compare the cur-

rents flowing in the driving motor for the cases with and without an anti-branch-bite mechanism. The currents measured for the case with 

and without the anti-branch-bite mechanism were 85. 5土 17.2 and 148. 9土20.7 mA, respectively. A significant test (Man-Whitney U-

test, p<O. 05) was conducted and it shows that the proposed mechanism outperforms the conventional one. The proposed branch-bite 

prevention mechanism was shown to prevent branch-bite effectively and reduce the reaction force received when cutting and proceeding 

by spreading the incision of the branch using circular orbit cutting. 

Key words: branch bite, chain-saw, pruning robot, circular orbit cutting, equivalent thrust force 

I. はじめに

林業は製造業と比較して 10倍程の労働災害率（厚生労

働省 2014) であり，森林作業における安全性への取り組

みが遅れている。この森林作業の安全と効率化には，製造

業の現場で導入が進められているロボット技術の導入，開

発が必要である（農林水産省 2015)。枝打ち作業は，生枝

では節のない優良材を作り木材の価値を高めるだけではな

く，林内の光不足を改善し土壌保全に役立つ（藤森 1984)。

一方で木材生産の効率化の観点から枝打ち作業の効率化が

求められ，従来の人手作業よりも高速に枝打ち作業のでき

るシステム開発が課題となっている。その対策の一つとし

て，枝打ちロボット（自動枝打ち機えだうちやまびこ，

セイレイ工業 1998a, b)が利用されていた。枝打ちロボッ

トを導入することで，生産性の向上，省力化，労働負荷の

軽減，労働安全性の改善，機械化による林業の活性化が期

待される。これまでに市販されたことのある枝打ちロボッ

トは重量が重く枝噛みするなど多くの問題を抱えている。

近年，いくつか枝打ちロボットの研究開発（枝打ちロボッ

トMS-2, 村田ソフトウェア 2011a, b ; 竹内ら 2009) が

行われている。しかし，セイレイ工業 (1998a, b) は，枝

噛みによるエンジン回転数の低下を検知し回避を行い枝噛

＊連絡先筆者 (Correspondingauthor) E-mail: ishigure@maru-tomi.co.jp 

みから脱出する行動をとっているが，直ちに停止すること

ができず枝噛みを検知してからさらに進むことになる。ま

た．村田ソフトウェア (2011a, b) は，切断する枝を下か

ら持ち上げる機構を備え枝の撓みを生じないとしている。

しかし，その効果を得るには枝の重心近くを持ち上げる必

要があるが，そのような工夫はされていない。竹内ら

(2009) は枝噛み対策は検討されていない。いずれにおい

ても枝噛み対策としては原理的かつ有効な解決手段ではな

い。筆者らはタイヤを上に向けて垂直に登り．枝の手前で

タイヤを斜めに傾けて，幹に沿って回転しながら枝打ち作

業を行うことができる電動式の枝打ちロボットの研究開発

(Ishigure et al. 2013)を進めており，枝噛み防止策 (Kawasaki

et al. 2008) について検討してきた。

枝噛みは切断中の枝が自厘で撓み．切断機構が枝に挟み

込まれた状態をさす。枝打ち作業や伐採後の枝払いなどの

作業には小型のエンジンチェーンソーがよく使われてい

る。林業従事者がチェーンソーを用いて枝打ちゃ枝払いな

どの作業をする場合，チェーンソーが噛まないように枝の

撓り具合に応じて持ち手や立ち位置をかえたりして切断す

る方向を工夫している（菅井 2008)。螺旋上昇しながら枝

打ちするロボットでは枝の撓み具合で枝噛みが生じ．ロ

ボットが高所で停止する可能性がある。枝噛みが発生する

1株式会社丸富精工 〒501-3936 岐阜県関市倉知字イクダ 3147-7(Marutomi Seiko Co., Ltd., 3147-7 Kurachi Aza-Ikuda, Seki, Gifu 501-3936, 
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plied Biological Sciences, Gifu University, 1-1 Yanagido, Gifu, Gifu 501-1193, Japan) 
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と，ロボットは樹上で動作不能となる。従来の自動枝打ち

機では，その発生頻度は，枝打ち木 1本当たり 0.98回生

じ，枝噛みからの脱出に要する時間は枝噛み 1回当たり

20秒以上が全体の約 2割を占めており作業効率を著し

く低下させていた （斎藤ら 1991)。また．枝打ち高さが5

mを超える場合は自動枝打ち機の方が人力より作業が速

いという報告事例がある（安藤 1989;鈴木 1993)。これ

らのことから， 自動枝打ち機は枝噛みの発生頻度は高く．

一旦停止すると復旧するまでに時間と労力を費やすが，高

所での作業では作業速度が速いことを示しており，これに

枝噛み防止機能が加わることで枝打ち作業の効率が良く

なる。

本研究は，人手に替わり利用しても効率的な枝打ち作業

ができる枝打ちロボットとして，枝噛み防止機能を有した

枝打ちロボット用のチェーンソーの開発を目的としてい

る。小型のエンジンチェーンソーを使って枝打ちをすると

き作業者は枝の付け根に押し当てて前方．あるいはやや

斜め下方向に切り進め枝を切り落としている。このときの

ソーチェーンは樹の幹表面の接線方向に沿って切り進む

（以下，直動切削と呼ぶ）。また． ロボットが樹を周回して

枝打ちするとき，残枝長を短くするには幹表面に沿って枝

を切断する必要があり．枝の切り口は円弧状の軌跡を描い

て切り進む（以下．円軌道切削と呼ぶ）。直動切削では，

枝噛みによる摩擦力を受けながら走行することができる駆

動力．円軌道切削では，摩擦に対抗できる駆動力に加え，

枝の切り口を押し広げながら走行することができる駆動力

をロボットが必要とする。枝が太くなるとこの力が大きく

なり走行ができなくなる。そこで，直動切削と円軌道切削

時ガイドバーと枝の接触点における力をモデル式で表

し，切り進むために必要な推進力を推定し，枝噛み現象を

再現した切断実験装置を用いて検証をする。最後に，試作

した枝噛み防止機構の有用性について考察を加える。

IL方 法

1. 枝噛み防止機構

枝噛み現象の防止と，円軌道切削における枝の切り口を

押し広げて切り進むときに受ける反力を低減するため，

図ー1に示す枝噛み防止機構を考案した (Kawasakiet al. 

2008)。ガイドバーに対して平面運動する可動板を設け，

この可動板を挟むことで枝噛み現象が起きてもガイドバー

の動きが拘束されず切り進むことができる（因ー2)。本機

構は長方形の切り欠きのあるガイドバー，枝噛み板， レー

ルとばねから構成され，ガイドバーとレールは蝶番を介し

て取り付けられており，枝噛み板は上下のレールに案内さ

れる。枝噛み板は初期位置を維持するため，ワイヤーを介

してスプリングと連結されている。ガイドバーが幹表面に

沿って切り進み，枝の切り口が枝噛み板を挟み込んだと

き，蝶番のチルト運動により幹表面に沿って枝噛み板がガ

イトバーから外れる。これにより，枝の切り口に挟まり身

動きがとれない状態に陥ったとき（枝噛み），外力（切り

進む力）によって枝噛み板はレールに沿って最大 40mm

移動する。その間にチェーンソーは枝を切り終えることが

できる。

枝哨み板

Board for branch bite prevention 

枝噛み現象

Branch bite prevention 

ガイドバー
Guide bar 

可動前の状態 可動後の状態

Before After 

図ー2.枝噛み防止機構の原理

Principle of the branch bite preventing mechanism. 
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図一1. 枝噛み防止機構の構成

Configuration of the branch bite preventing mechanism. 
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2. 枝を切り進むときに受ける反力のモデル式

直動切削において，枝噛み点 Bpで枝噛みが起きたとき

の切り進むために必要な駆動力凡は，切り進むために必

要な力（切削力） Feと枝噛み力凡を受けたときのガイド

バーに生じた摩擦力凡の合力として式(1)で表すことがで

きる（図ー3(a))。

FD=Fc+ Fi (1) 

Feはチェーンソー進行方向の速度 V, チェーンソーの切

断面積Scに比例し式(2)で表すことができる。

Fe= aScv (2) 

a は枝の硬さや刃の切れ味等で決まる比例係数である。

凡は枝とガイドバーとの摩擦係数μ と枝がチェーンソー

ガイドを噛む力凡に比例し式(3)で表すことができる。

F1=μA (3) 

凡は枝の切り進む位置や枝の質量中心の位置で変化す

るが最大のときは枝を切り終わる直前である。簡単化す

上から見る
Top view 

ガイドバー
Guide bar 

ソーチェーン
Saw-chain 

るために重力方向はチェーンソー進行方向と直交し，枝

噛みは枝の切り口の一点で作用する。切断する枝の荷重は

片持ち梁とするとき，枝の質量をM, チェーンソーから

枝の質量中心までの距離を lm, 枝の半径を r, 枝表面から

凡が作用する点 Cまでの距離 le,重力加速度を gとおく

と，モーメントの釣り合いより式(4)で表すことができる。

Fb= 雲
le 

(4) 

次に，円軌道切削の場合は，枝の切り口とガイドバーが

接触点 Cpで接触したときの必要な駆動力凡は切り進むた

めに必要な力 Feと枝噛み凡によりガイドバーに生じる摩

擦力凡と切り口を押し広げる力 Foの合力となる （図ー3

(b))。ガイドバーは枝噛みが起こらなくても枝の切り口点

Gと切断面で接触し，切り口点を押し広げる力 Foが必要

となる。樹が円筒で枝が円筒表面の法線方向に延びている

と仮定し，円軌道の半径を Rr,点 0 を円軌道の中心，点

Gを円軌道の最初の接触，点 C/を切り込み量 lのときの

接触点，点 Aをチェーンソーの右切断点，接触開始から

の円軌道の回転角を 0, 直線 OCpがx軸となす角度を 1],

枝噛み点BP
Branch bite point 

{a)枝を垂直に切ったとき

(a) The branch was vertically cut. 

上から見る
Top view _,,,/// 接触点 cp 

Contact point 

ガイドバー
ソーチェーン
Saw-chain 

Guide bar 

(b)枝を幹表面に沿って切ったとき
(b) The branch was cut along the surface. 

図ー3. 直動切削と円軌道切削

Linear cutting and Circular orbit cuttmg. 
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F。と x軸とのなす角度 rC=0-ri) とする。

切り口を押し広げる力 Faは，片持ち梁の先端集中荷重

が作用するときの撓みの関係式から求められる。枝は切り

口の幅 W の長さの片持ち梁とみなし，変位位で作用す

る曲げモーメントを Mxとする。M は押し広げる力 Faの

y軸成分Fasinyによるモーメントと x軸成分Facosyに

よるモーメントが考えられる。また，残り枝径部の中心で

のモーメントを考える。したがって，撓角¢ は

¢i (x) =『昌
oEfz 

1 

=J 
叫 r+zt)cosy+(w-x)sinr) 
。 -T dx 

信((r+砂 cosy+(wx-! 叶siny (5) 

ため，切削点における等価な推進力に置き換える必要があ

る。この置き換えた推進力を等価推進力 Fがとする。ガイ

ドバーには Faによる摩擦力 Eが作用し，接触点 C/での

抗力 Faのうち， 直線 OC/に直交する成分によるモーメン

トが駆動トルクに必要である。このとき，切削力を含めた

力は回転トルクから生じるので，押し広げるために必要な

力FwはFasin(y + 77)と考えられる。ここで， 等価推進

力Fo'は式(11)で表すことができる。

Fo'=Fc+μFo+ Fw (11) 

このため，直動切削と比較し．式(11)の右辺第 3項が加

わり ，等価押し広げ力凡は式(12)で表すことができる．

Fe= (μ+ sin (r + 77)) F。 (12) 

と表せる。ここで， Eは枝のヤング率， lzは枝の切断面の 枝噛みが発生したときの，枝噛み力凡は式(13)で表す

中立軸に関する断面二次モーメントである。角度 yは ことができる。

r = e -rJ = sin —1(~) (6) 

である。図中の点 Aでの撓角かは

釦 =lji(W)=誓~ ((r +it)cosy +i W siny) (7) 

この撓角は押し広げるべき角度であり ，初期接触点での

チェーンソーの角度から切り込み量 lのときの角度と 一致

するため

か=r+1J=e (8) 

と表せる。ここで，

71 =sm―1!... 
R 

(9) 

以上より，切り口を押し広げる力 Faは

Fa= 
2Elz<pA 

W((2r +/)cosy+ W siny) 
(10) 

撓角かは値が小さいときはほぽ lに比例するので，カ

Faもほぼlに比例するといえる。

必要な駆動力凡はロボットのタイヤと樹表面で発生す

る駆動力から生じており，切削抵抗に大きく影響を受ける

(a)直動実験装置

(a) Lmear experimental device 

Fo=Fb (13) 

3. 枝噛み現象を再現した切断実験装置

実験装置（図ー4(a), (b)) は，直動切削と円軌道切削が

できるようになっており切断機構を取り付けたキャレッ

ジは DCモーターによって駆動され，直動レールおよび環

状レール上を走る。また，環状実験装置では環状レールの

中心から切断機構の取付け位置（切削半径）を可変するこ

とができ，ロボットが対象とする幹直径に対応できる。枝

は支柱に固定され端部にはアームを介して錘が吊り下げら

れており，大きなモーメントが生じるようにして枝噛みを

再現している。なお，枝材は水分率や枝径などの条件を同

ーとするため， 一般的に流通し，品質が安定している加工

材（乾燥材）で樹種がメンピサン（直径は 50mm, 水分

率は 6%前後ヤング率はスギ，ヒノキよりも硬い 13.4

kN/mmり を使用し，アームまでの距離 500mm, アーム

長さ 300mm, 錘 5kgとした。ガイドバーは枝噛み防止機

構の有無の 2種類を用い，このときの走行モーターと切断

モーターの電流値をクランプテスター（日置電機製： Nu 

3287) によってピーク値を計測した。

(b)環状実験装置

(b) Circular experimental device 

図ー4. 実験装置

Experiment device. 
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III. 結 果

l. 切り進むために必要な推進力を推定

式(3)を使い，直動切削における枝噛みを受けたときの

ガイドバーに生じた摩擦力 F1を求めた。枝径を 40mm,

質量を 7kg, チェーンソーから枝の質量中心までの距離を

1. 800 mm, 摩擦係数 0.6, 接触点までの距離が lc=2rと

したとき，凡は約 l.9 kNとなる。

円軌道切削で生じる押し広げ力と等価推進力は，数式処

理ソフトウェア Mapleを利用しシミュレーションを行っ

た。その際スギのヤング率 E= 0. 59 GPa = 0. 59 kN/mm2 

（森林総合研究所 2004), 枝の切断面の中立軸に関する慣

性モーメント lz=r4冗/8(/ = rのとき ）， 樹幹の半径 R戸

136 mm, チェーンソー刃幅 W=6mm, 摩擦係数 1-l=O. 2 

と設定し，枝径 50mmのときの切り込み変位と押し広げ

カの関係を図ー5に示す。また，押し広げ力が最大となる

切り込み変位は枝径の半分辺りであるため，枝半径 0~25

mmと等価推進力の関係を図ー6に示す。

2. 枝噛み現象を再現した切断実験

枝噛み防止機構を搭載した直動，円軌道切削の実験で

は， 実験サンプルのすべてにおいて枝噛み防止機構が作動

し，走行モーターや切断モーターが止まることはなかっ

た。しかし，未搭載の場合では，直動切削の実験で 4回と

円軌道切削の実験で 9回走行モーターや切断モー ターが

止まり電流値計測ができなかった。切断に成功し電流計測

ができた 20回分を抽出し，枝噛み防止機構の有無（搭載，

未搭載）よる比較を行った。

直動切削における切断モーターに流れた電流値の平均値

(N=20回）は，枝噛み防止機構未搭載の場合の平均土標

準偏差と最小～最大は 19.6土1.2 A. 18. 2~22. 2 A. 搭載

した場合は 18.1士l.2 A, 16. 8~20. 3 Aであった。以下，

同様に，走行モーターに流れた電流値の平均値 (N=20 

回）は，枝噛み防止機構未搭載の場合は 101.1士26.0 rriA. 

70~150 mA. 搭載した場合は 49.0土8.9 mA. 40~60 mA 

であった。一方の円軌道切削における切断モーターに流れ

た電流値の平均値 (N=20回）は，枝噛み防止機構未搭

載の場合は 43.6士6.1 A, 28. 9~59. 6 A, 搭載 した場合は

32.4士4.7 A, 21. 6~42. 3 Aであった。走行モーターに流

れた電流値の平均値 (N=20回）は，枝噛み防止機構未

25 
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図ー5.押し広げ力の変化

Change of the expansive force. 
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図—6. 等価推進力の変化

Change of the equivalent thrust 

force. 

こ、？～ 

搭載の場合は 148.9土20.7 mA. 120~ 190 mA, 搭載した

場合は 85.5土17.2 mA, 60~ 130 mAであった （図一7,8)。

枝噛み防止機構の有無（搭載，未搭載）による有意差検定

(Man-Whitney U検定， p<O.05)では， 切断モーターの

実験結果（図一7)の差は有意ではなかった。一方の走行モー

ターの実験結果（図ー8) の差は有意であった。

枝噛みが発生した点における力関係をモデル化したシ

ミュレーション（図ー5, 6参照）によると，直動切削時に

おける枝噛みときにガイドバーが受ける摩擦力は l.9 kN 

の値を得た。計算では枝の表面から枝噛みが作用する点ま

での距離 (tc) を枝直径 (2r) としていたが， 実際は作用

する点は枝直径よりも小さい値となるため，計算値より大

きな摩擦力が生じることになる。また，円軌道切削時にお

ける枝を切り進むに必要な力（推進力）は最大 28kN (枝

径 50mmのとき）の値を得た。この値は枝噛みが発生し

ていない場合であるが，切り口を押し広げて切り進む力は

切り進む距離につれて比例して増加し，枝半径ほど切り込

んだときに最大となりその後減少していることがわかる。

シミュレーションには樹幹部のヤング係数を用いたが，森

林総合研究所 (2004)では，繊維方向によって材の強度的

性質は異なるとある 。 図—9 では，図ー5 の設定条件のうち，

切り込み変位 50mmを35mmに変更したグラフを実線で

示し，図ー5の設定条件のうち，切り込み変位 50mmを35

(
V
)
1
5
 1.111:i J
O
 a
n
J
B
A
 a1lu
J
:JA¥I 

（
＜
）
湮
岳
廿

e据
腹

(
<
E
)
 l
U
:l
.
u
n
:J 
J

O

 :l
T
I
[
l
l
A
 

;:)l31JJ:l >
<
 

(
V
U
!
)
 
l])f$l:m 
e据
暉

5

0

5

0

5

 

2

2

1

1

 

83」
O
J
!S11.lljl)UJICA!nb3 

（そ）

R
娯
把
垣
抑

0

0

 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

6

5

4

3

2

l

 

0

0

 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

8

5

2

9

6

3

 

l

l

l

 

IV. 考 察

枝噛み防止機構
Branch bite preventing machanism 

未搭載 Uninstaling

搭載 Instaling

円軌道切削

Circular orbit cutting 

図—7. 切断モータの実験結果

Experimental results of the cutting motor. 

直動切削

Linear cutting 

枝噛み防止機構
Branch bite preventing mechanism ． 

円軌道切削
Circular orbit cutting 

直動切削
Linear cutting 

図ー8. 走行モータの実験結果

Experimental results of the driving motor. 
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ヤング率(E= 0.59 0Pa)の場合

ヽ 切り込み変位(50mm) 
'Case ofFig.5 
ヽ¥ Young's modulus (E = 0.59 0Pa) and 
¥ displacement (50 mm) 

10 20 30 40 50 

枝表面からの切り込み単位 (mm)

Displacement from branch surface 

図一9.押し広げ力の比較

Comparison of the expansive force. 

石栂 ・川崎・ 石田

と円軌道切削の結果の傾向が異なったのは，直動切削の場

合はソーチェー ンを両脇から挟み，円軌道切削の場合は切

削軌道に内輪差が生じ，ソーチェーンを両脇から挟む力は

mm, ヤング率E=0. 59 GPaをE=7. 5 GPa (一般的なス

ギのヤング率）に変更したグラフを破線で示す。なお，固ー

5のグラフを一点鎖線で示す。これにより押し広げ力はヤ

ング率の影響が大きいことがわかる。押し広げ力を推定す

るには正確な枝材のヤング係数が必要であり，枝材を対象

とした材質に関する研究はあまり多くはない。上田・田中

(1997)は1本の枝の中でヤング係数は樹幹近くで小さく，

枝の元口から約 50cmまではやや増加する．その後はさら

に増加傾向を示す場合や減少傾向を示す場合がみられ，枝

の生育条件によって年輪の構造や「あて」の程度に差が生

じているためと報告 している。正確なシミュレーションに

は至らなかったが，直動切削と円軌道切削の切削方法の違

いによるガイドバーに与える負荷の傾向としては妥当と考

える。

ガイドバーに対して平面運動する枝噛み板を設けた枝噛

み防止機構を，枝噛み現象を再現した切削実験装置を用い

て有効性を評価した。切断モーターと走行モーターの切断

時の電流値は，いずれも円軌道切削の方が高く負荷を強く

受けており，力の釣り合いのシミュレーション解析に沿う

ものである。これは円軌道切削の方が大きな負荷がかかっ

ており，枝噛み防止機構を搭載することで枝切削における

多大な摩擦や押し広げ力を軽減していることを示して

いる。

走行モーターでは直動・円軌道切削のいずれにおいても

枝噛み防止機構の有無による結果の差は有意であるのに対

して，切断モーターの差は有意ではなかった（図ー7, 8, 

Man-Whitney U検定， p<O.05)。孔ら (1991) は，切削

時のチェーンソーの摩擦抵抗は，切削抵抗および切り込み

抵抗の増加に比例すると報告している。今回の実験では走

行モーターと異なり切断モーターが受ける負荷は枝噛みに

よる負荷の他に切削による負荷も含まれ，枝噛みによる負

荷を軽減しても切削による負荷によって，枝噛み防止機構

の有無の差は有意とならなかった。また，枝噛みはソー

チェーンとガイドバーを挟むが，図—7 において直動切削

直動切削と比べて軽いことを示している。

V. おわりに

本論文では，チェーンソーが幹表面に沿って切り進み，

ガイドバーが枝の切り口で挟み込まれても外力によって枝

噛み板がスライドし，チェーンソーが切り進むことができ

る機構を考案した。枝噛みを再現した実験装置で枝噛み防

止機構を搭載した方が未搭載に比べて少ない電力で切り抜

けられることが明らかとなった。これは，力の釣り合いの

シミュレーショ ン解析に沿うものであった。本機構は低消

費電力の枝打ちロボットの開発に寄与するものと考える。

しかし，試作モデルはガイドバーの有効長さよりも枝噛み

板の長さは短く，枝噛み防止機構が有効に働かない部分が

ある。また，ソーチェーンの枝噛み対策も必要である。今

後は，有効に働く部分を伸ばし，実用に耐えうる構造と製

法の確立を行う 。

本研究は，独立行政法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構

(NEDO)の資金援助を受けて行った。
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