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スイングヤー夕、における「伐倒詞特集材方式j作業の安全性

一伐倒木の落下が架線張力に与える影響ー*

広部伸二料・加利屋義広榊-伊藤崇之料

1 .はじめに

北部と木寄せの同時作業は， ドイツでは従来から行わ

れてきた方法であるが，間伐作業の伐倒補助にウインチ

ロープを用いることで，伐1fu者に負担をかけない作業と

な伐倒方向の確保が可能となり，結果的に伐倒作業

のお力化と残存木被害の抑制lが実現できるとされている

は， 4)0 ドイツでは，林業の基本的な職業資格を習得す

るための訓練過程に使用される教本にも，有効で、確実な

方法としてウインチローフ。補助による伐倒方法の記述が

あり(1)，また， (社) ドイツ法定災害保険 (DGUV:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)が公表している

「絞範としての災害防止規程 (MusterUVV) Jの林業版に

おいても，ウインチロープの使用を伐倒補助の一手段と

した条文が記述されている (2)0 

わがI~においては，間伐作業においても習慣的に先行

伐倒を行う事例があるが，伐倒方向が不安定な状況で，

必然的に発生するかかり木の処理に多くの労力を費やす

ことが必要となるため，伐i3'U者に不安全で、過酷な作業を

強いているのが現状である O 死亡災害の件数(平成12~

20年の数値)を見ても，林業では年開40~50件の発生が

あるが，伐木作業がその約 6 割(年間22~35件)を占め，

さらにかかり木処理に伴う死亡災害がそのうちの20~

40% (年間5~11件)となっており，決して見過ごせるも

のではない (9)0

本研究で対象とする「伐倒同時集林」方式は，前述の

ドイツでのウインチローフ。の伐倒補助の作業を参考とし

て，スイングヤーダへの適用を図るために，森林技術総

合研鯵所林業機械化センター(以下「林業機械化センタ

-J)で試験的な作業を実施している方法である O 伐倒

作業の開始前にスイングヤーダを架設しておき，その作

けん引力を利用して伐倒作業を安全かっ確実に実

行しようとするものであるが，伐倒した材はその直後に

木寄せ・集材ーを行うため， r伐倒同時集材Jという呼称

を用いている O

スイングヤーダの伐倒同時集材作業では，先行伐倒と

スイングヤーダ集材による作業に比べて，作業能率が高

く，かつ作業者の負担が少ない結果となっている (5，6)0 

その理由は，伐倒と集材の並列作業であること，かかり

木が発生しでも作業索のけん引力で処理できること，及

び，伐1fU木が地表に無いためスイングヤーダの架設作業

及び荷かけ作業が容易であること，の 3点である O これ

らの利点を持つ「伐倒同時集材」であるが，スイングヤ

ーダで使用するに当たって，安全j二確認すべき事項があ

る。それは，架線上への伐倒木の落下で、あり，その衝撃

がスイングヤーダの安定性に悪影響があるか否かを見極

める必要がある。

著者らは，模擬的な実験を通じてその衝撃の大きさを

把握したが，条件によってはスイングヤーダの安定を崩

すほどの力が発生することが明らかになった (7)0 そこ

で，実際の間伐作業地において伐倒木の衝撃力測定を行

った。以下ではその試験について報告する。

2.試験の方法

試験地の概要を表 1に示す。 場所は，群馬県にある

利根沼田森林管理署内の国有林で，林業機械化センター

の研修フィールドの一部である O ヒノキの人工林で一度

間伐を行った林分である O 植栽密度は標準的 (3，∞0本/ha)

であるが，実技研修としてやや強度の間伐を行ったこと

から，立木本数密度が低い数値となっている O なお，林

地の標高は約加omで，斜面方位は南南東である O

初回開伐はスイングヤーダによる魚、骨状集材が行われ

たということであるが，今回の試験ではその伐間列にス

イングヤーダを架設した。架線の概要を表 21こ，また，

機械等の配置及び、各寸法の定義を圏一1に示すO 架椋は

(にCon-'モ百巴s叩ponc泌泌王d必l日u碍1屯ga加utぬhoαr) 広部{仲I司巾lドjニ(伶Shi凶11吋1サがj話iH出IRω{ω013埠E) I芯3刊ail江l: h凶1I油巴@任均pr討~i.a妊払rc忍伊0.)

* Safety on a口operationof "可th巴felling-yardingal抗t巴r‘-natesystem" using a swingうrader司1nfluenceof a falling tree on the tension of 

operating lines-

"* Shinji HIROBE and Takayuki 1TO 森林総合研究所 For. and Forest Pr吋_Res. 1nst.， lbaraki 305-8687 

れネ Yoshihiro KARIY A 森林技術総合研修所林業機械化センタ For.Training 1nst.， For. Mech. Ctr.， Numata 378-0312 
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「架線uで、の試験が終了後， I架線2Jに張り替えて試験

を行った。架線の1と2では，前者で支開水平距離がやや

長く，またその傾斜がやや緩いが，ほほ同等の架線条件

である O なお，開架線は問一斜面の上げ荷方向にほぼ平

行に設置したものであり，その距離間隔は約1臼nで、ある O

機械等の配置状態については，図-1のように，スイ

ングヤーダを先柱に向けて設置し，プレードを下ろした

状態で，さらにグラップルを林地内に丸太を介して接地

させた。索張り方式は，襟準のランニングスカイライン

式である O 搬器は，試験の妨げにならず，かつ索線形に

影響を与えることの少ない場所として，スイングヤーダ

のアーム基部にあるフェアリード滑車から約1m離れた場

所をホームポジションとした。先柱では， HBLを2つの

ブロックで受けて，その折り返し滑車を先柱の後方に配

置し，スタンプとの開にロードセルを接続した。なお，

先柱の 2つのブロックの開摘は約0.5m，それらのブロッ

クとHBL折り返し滑車の距離は約6m，その折り返しi骨車

の産径は8inch(約2Ocm)であり，ロードセルで測定した

張力は，精度的にHBL張力の2倍の植と見なせるもので

ある O

表-2の数値の定義は国一1のとおりである O 支間水平

距離は，スイングヤーダのフェアリード滑車と，先柱の

HBLブロックとの間の水平距離である O 支間高低差は，

スイングヤーダのフェアリード滑車位置でのHBLと，先

柱の上方のブロック位霞でのf部Lとの開のZ監査距離であ

るO また，支間傾斜，角は，支開高低去を求めた2点開の

]. ]pn. For. Eng. Soc. 26 (l) 2011 

傾斜角である O なお，以下では，スイングヤーダのフェ

アリード滑車位置を上方支点，先柱の上方のブロック位

置を下方支点と称する。

試験では1本の伐倒ごとに架線の緊張度を変えたが，

その際に目安とした顕離が，間中の110である o10はHBLの

中央垂下量であるが，それを支関水平距離で拾した{也

すなわち，

む:五/L (1) 

が0.03，0.05，及び0.07のいずれかに近い数値となるよう

に設定した。なお，以下では便宜上 s。を[垂下比Jと

称する O

表-1 試験地の概要

林小班

樹極

林i員会

立木密度

平均{頃ま:1

127ほ3

ヒノキ

35年生

900本/ha

22 deg 

表-2 架線の概要

オカ目ミH。FP主Rl オiJロミ7b11j内j、L つ

支問水平距離L(m) 42.4 39.4 

支tl日高低差 H (m) 13.8 14.9 

支防傾斜角。 (deg) 18.0 20.7 

し 支Ii号木平距離 11 支|おおiJ¥:妥

。支n:J傾斜角 lo :H日しの中央A'FIK

関一1 架線の概要

表-3 スイングヤーダの仕様

ベースマシン CT500 

ウインチ TW202L 
グラップ。ル GS-50LHV 

機械質量 (kg) 7，400 

ワイヤロープ

HAL (mmXm) 10 X 100 (IWRC 6 X Fi(29)O/O B毛主)

HBL (mm X m) 8 X 160 (向仁)
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スイングヤーダの型式・仕様の概婆を表 3に示す。

イワフジ社製の標準仕様の機械である O

伐{舟木の概要を表-41こ示す。架線1と2では伐倒木の

法・質量;に大差はなく，両者を合わせると， DBH 

樹高12.3m，質量248kgが平均の数値となる O な

お， 1え倒木本数の欄の数値については，架線lの20本，

び、同2の15本が合計の本数であるが，括弧書きの数字

その中で伐開列に面した列にある伐倒木の本数であ

る。架線1では， 20本中日本が架線に面している。すな

わち，平市的な最短距離で，架線から約2m離れた場所に

っている伐倒木である。そして残りの9本が伐関列か

ら2列目，すなわち同じく約4m離れた伐倒木で、ある O そ

の質量の頻度分布を1Z1-2に示す。 150kgを越えて2∞kg以

下がもっとも多いが， 300kgを越えるものも10本あった。

なお，この質量については，後述のように，伐倒後に集

し，作業路上で，重心位註(重心高)と併せて1本ず

つ実測した数字である O

伐倒木が架根上に落下した場合の両者の接触点とその

す法定義を1Z1-3に示す。図は，伐倒木が架線上に落下

した状態を表す平面図であるが，実際には3次元的な距

を測定している。試験では1本の伐倒ごとに，接触点

そのものの位置座標を測量するとともに，伐根から接触

までの長さ及び樹高を測定した。なお，落下後につる

が切れて伐倒木が移動した場合には日iJ{1jで、接触点を定め

また，伐ifUの方向については，基本的に斜め下方と

したが，残存木との位霞関係により多少のばらつきは生

じている O 以上のP'1j最・測定で， I豆中のたXL，pXh，及

び爵高が求められる O ここで，Lは支間水平距離，hは重

である o Hi，架線設計での変数名称である「搬器

設置係数jと同様の意味から，ここでは「接触点位置係

と呼ぶ。また，pは「接触点重心高比Jである O な

お，重心高は，前述のように集材後に質量とともに測定

fこO

試験の手順は，

1)索の緊張震の調整

2)上方・下方支点，及び支問中央点の測量

3) 1北部

ム心/
架線

ル/
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4)接触点の位置の測量，及び伐普U:木の接触点高 (pX

12)及び樹高の測定

5)集材

6)伐倒木の質量及び重心高の測定

である O 伐倒木が架線上に落下した状態を図-4に示す。

3.結果と考察

伐倒木が架線上に落下した時の衝撃力を評価するに当

たり，それに与える影響の大きい要国として， 1) 架線

の垂下比， 2)伐倒木の質量， 3)接触点の架根上の位置，

及び4)接触点の伐倒木での位置，の4つを取り上げた。

ここで， 3)接触点、の架線上の位置については，前述

図-3のhとし， また， 4)接f到し点の伐倒木での位一置につ

いては，同じく図-3のρとした。接触点位置係数 (k)

の頻度分布を図 5に示す。下方への伐倒のため，係数

が0.5以上の場合，すなわちより先柱に近い場合が多い。

平均値は0.57である O 接触点重心高.l:ヒ (p)の頻度分布を

医1-6に示す。平均的には接触点が重心位置に近い場合

表…4 伐倒木の概要

伐倒木本数 (本)

DBH (王子均 (cm)

樹高(平均 (m)

(平均 (kg)

架線 1

20 (11) 

20.2 
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図-3 伐倒木が架線上に落下した時の両者の接触点とその寸法の定義
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図-4 伐13'IJ木が架椋上に落下した状態
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が多く，平均{直は1.02である。

これら4つの値を説明変数とし，衝撃力のピーク{患を

自的変数とする重回帰分析を行った。 以下では上記の1)

~4) をそれぞれXI~XIとし，それぞれの稲田帰係数をbl
~b ， とする o t検定で、は，b

l
とb

2
が1%，b

l
が5%で有意とな

ったため， X
1
を1;宗いた3変数で、再度重回帰分析を行ったo

t検定では， 4変数の場合と両様に，b
l
とb

2
が1%，b

l
が5%

で有意となった。この場合の決定係数(1('-)は0.741であ

るO

以上のように，上記の3変数で衝撃力をほぼ説明する

ことができ，その関帰式はYをkN単位とした場合，

Y=13.38-251かX
1
十0.01956・X

2
+6.072・X

1
(2) 

となる O

次に，上記の検定でもっともt値が大きいX
1

垂下比)

を横mrl!にしてグラフ化したものを図-7に示す。なお，

この図では， I司検定で2番目にt催が大きいX，(伐倒木の

質量)について，便宜.上200kgと300kgを境界とした区分

を行い，それぞ、れについて近似直線を示している O 圏中

の凡到のMがその質量である O 図からわかるように，垂

下比が0.07では篠壊力の平均が4.211剖であるが，垂下比

カ{0.03では同じく 15.23kNとなり，両者に31音J..J、上の遣いが

生じている O また，垂下比が0.07あるいは0.05の範囲では

分散が大きく伐倒木の質量による速いは明石{gではない

が，垂下比が0.03近傍では質量による違いが顕著になり，

質量が300kgを越える場合と200kgJ..J、下の場合とでは，そ

れぞれの倍撃力の平均値 (19.121剖と11.79kN)に約1.6倍

の差が生じる結果となった。
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図-6 接触点主主心高比の頻度分布 図一7 垂下比と衝撃力の関係



(l) 2011 

今回の試験では，伐倒木の落下による最大の衝撃力

(21.721剖)を受けた場合でも結果的にスイングヤーダの

なかったが，その瞬間には機体が前に引つ

られるような諮撃をオペレータが感じたことは事実で

あるむまた 0.5mJクラスの池EEショベルにスイングヤー

ダを架装した機械(機械質量約12t)で，上部旋間体と下

部走行体が直交する機体姿勢では， 20kN程度の力で、安定

住が崩れることもあるため (8)，まま下比が小さい場合に

法錦木との接触は極力避ける必要がある O

4. おわりに

「伐併問時築材jは，作業能率が高くかっ作業者の負

担が少ない作業方法であり，伐木作業時に発生する重大

を低j成することも期待できる O しかしながら，伐倒

と築材を時時並行的に行うため，両作業が干渉する可能

性がある O 今回の試験では，伐倒木が架線上に落下した

場合の箭撃力を測定することで，その力がスイングヤー

ダの安定性に影響するか否かを評価したが，架線の緊張

が揺れ、状態(垂下比が0.03程度)では，伐倒木の質量が

300kgを越える場合に約201剖の衝撃力が発生することが

flf:Jらかになった。この衝撃力はスイングヤーダの機体の

上部と下部を直交させ，かつアーム先端の作業機を持ち

i二げた姿勢で、は， 12トンクラスの機体でも安定性を失う

可fî~t1があるため，作業の実行に当たっては，緊張した

架殺と溶下する伐倒木の接触を避けるため十分な注意が

必要で、ある O 具体的には，伐倒の時にはスイングヤーダ

のアームを下げて作業機を接地し，かつ架i設を完全に緩

めることを作業手)11買に明記するとともに，その手)11震を遵

守することが必要となる O

i設設に，今回の試験の実施にあたり，多大な協力をい

43 

ただいた林業機械化センターの皆様には深く感謝申し上

げる O
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