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1.はじめに

人工林を健全に維持管理していくためには、定期的

な育林作業が必要不可欠である。しかし、最近の木材

価格の低迷、戦後拡大造林された林分の間伐遅れから

民有林を中心lこ9齢級以下の間伐対象林が急激に増加

しており、平成12年度末現在約660万haとなっている O

このような状況を解決する方策として、機械化と高密

路構化による対策が推進されているが、我が国の森林

は、経常規模が小さく、一定量の事業規模を必要とす

る機械化や高密路網化では解決されない民有林が発生

する。従来、我が国では、急峻でしわの多い独特の地

形に適した伐出方法として架線築材が発達してきた。

特に軽架線は、地形対応性が高く、高密路線のように

現地形を変形することや大型の機械を必要とすること

がなL、。また、作業道や集材路を架設撤去可能な路線

として路網密度に加えようとする研究が行われており、

軽架線を路網の最先端路線として考えることができるO

本報告では、このような軽架線による間伐材搬出j去を

見直すことを目的として、単線循環式索張り法(以下、

ジグザ、グ集材法と称する)に注目し、宇都宮大学農学

部附属船生演習林内にジグザグ築材試験地を設定した

ので報告する。

2.試験地の概要

ジグザグ築材試験地は、宇都宮大学農学部附属船生

演習林4林班ら小説1に した。表 1{こ試!検i也の概

況、霞] 1に4林l虹ら小HEの全体図を示す。表に示し

たように試験域は41年生ヒノキ人工林で、平成12年

11月に第 21ill自の定性問伐が実施された。また、試験

地の面積は1ha未満で、小規模であるが、小峰や傾斜

30度を起える急斜面があるなど比較的複雑なi由形をし

ている O 国 2に試験対象地内の立木位置およびジグ

サ、グ集材架線設置の概況を示す。立木位置はオフセッ

ト測量、支柱位置は GPS脱量とコンパス浪IJ量により

求めた。林地内には、写真 lに示すように築材作業

後に残された梢端や枝条、 2mM後にミIi切りされた小

径材などが散在していた。

既存の林道からは奥行きのある林分であり、フォワー

ダによる集材やタワーヤーダによる架線築材には適さ

表-1 試験地の概要

対象地面積 O.8967ha 

林齢 41年生

樹種 ヒノキ

平均直佳 14cm 
平均樹高 13m 

本数 1568本
密度 1748本/同
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船生演習林全体図

図-1

なかったことがうかがえる。そのため、林道沿いの狭

い範囲に限り、スキッダとフォワーダによって集材作

業が行われたが、それ以外は捨て切り間伐となってい

た。このように調査地は、小規模民有林の伐採地とし

ては比較的よく見られる間伐面積、林況であり、既存

の機械によって林道沿い以外の林分からは集材を行う

ことが困難であった。このような林地では、散在した

材を効率的に、かっ小型集材機械によって集材を行う

ことができるジグザグ集材が有利である。ジグザグ集

材は、面的な作業ができ、索の継ぎ足しによって容易

に延長することができる。

3.試験地へのジグザグ集材架線の架設

今回、ジグザグ集材架線の架設に用いたワイヤーロ ー

プは、集材対象となる小径丸太の重量が約50kgと推定

されたことから、索張力を500kgfとし、安全係数4.0

を掛けて破断荷重2000kgf(約19.6KN)を算出した。

4林班ら小班全体図

調査地の概要

したがって、使用するワイヤーロープ径は 8mm (破断

荷重34.6KN)とし、架線長は約322mである。また、

その際用いたジグザグフロック(以下、 ZB滑車と称

する)は23個、ガイドブロック(以下、 GB滑車と称

する)は 6個であった。各滑車は繊維スリングロープ

によって立木に取り付けられた。以下に、ジクザ、グ集

材架線の架設手順を示す。

3. 1 路線の選択

最初に、集材機の設置場所、荷卸し場を決定し、次

いで搬送される材が地面や障害物に当たらないように

エンドレス索を張ることができる立木(以下、支柱と

称する)を選定し、 ZB滑車を取り付けてし、く。この

時、安全な材搬送と立木に加わる張力を考慮するとエ

ンドレス索の屈曲角は約1200

とすることが望ましい

ので¥これを配慮して支柱を選定した(図-2参照)。



軽架線による間伐材搬出方法の検討ージグザグ集材法一

支柱位置

立木位置

図-2 ジグザグ集材架線設置図

写真一 4林班ら小班の林況
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表-2集材機(KKー OA)の仕様

ドラム数

量さ亘引力
巻ドラム

エンドレスドラム

ドラムブレーキ

索速

直引力

差企
索速

張力差

巻ドラム

正転

逆転

正転

逆転

エンドレスドラム

ドラムクラッチ

変速

適正馬力

量生ιぷ一
製品重量

巻ドラム 3 

割エンドレス

(於素捲径 1300k疋

29m/min"'178m/min 

39m/min"'237m/min 

750kg 

8mm X 560m 

27m/min'" 167m/min 

37 m/ min '" 225m/ min 

750k疋(張力合力1500k疋)
シューブ、レーキ方式

シューブレーキ方式

ライニングコーン

正転4段、逆転4段

6PS 

クラッチレバーラチエツト付

包些孟

写真一 2 集材機の設置

3. 2 集材機の設置

集材機の設置場所は、荷卸し作業が見やすく 、地形

が比較的平坦な場所を選定した。表-2に今回設置し

た集材機の仕様を、写真 2に設置の概要を示す。

3. 3 ZB滑車・ GB滑車の取り付け

ZB滑車 ・GB滑車の取り付けの|療は、路線勾配と

材が地面を擦らないような高さを考慮して繊維スリン

グロ ープを用いて取り付けた写真 3に ZB滑車、

GB滑車の取り付けの概要を示す。

3. 4 エンドレス索の設置

ジグザグ集材法において循環集材を可能としている

のは、集材機の持つエンドレスドラムとワイヤーロー

プの端末同士をスプライス(今回はセミロングスプラ

イスを行った)して、エンドレス索としているからで

ある。そのため、ワイヤーロープの一端を引き出し、

ZB滑車や GB滑車を通過させながら全路線を一周し、

最後に端末同土をスプライスした。



(a) ZB滑車

4.おわりに

軽架線による間伐材搬出方法の検討ージグザグ集材法

(b) GB滑車

写真 3 滑車の取り付けの概要

今回は、船生演習林に設置 した単線循環式索張り

(ジクザ夕、集材法)の試験地設定と架設につ いて報告

を行った。ジグザグ集材は今後は、本試験地において

集材作業、木寄せ作業などの作業功程調査を行い、間

伐推進の一助とするのと共に、森林工学実習など教育

的利用を進めて行く予定である。

(2001年 9月28日受理)
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