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速報

先進林業機械として導入されたタワーヤーダによる閤伐作業システムの開発

一架線下における上げ荷集材作業の生産性一*

175~178 

中津昌彦料・吉田智佳史**佐々木達也**・陣JII雅樹林・田中良明紳・鈴木秀典林・上村巧料.
伊藤崇之**・山崎敏彦*料.大矢信次郎*問.古川邦明特例・今富裕樹*材料*

Masahiko NAKAZAWA， Chikashi YOSHIDA， Tatsuya SASAKI， Masaki ]INKAWA， Yoshiaki TANAKA， Hid巴noriSUZUKI， 

Takumi UEMじRA，Takayuki ITO， Toshihiko Y AMASAKI， Shinjiro OY A， Kuniaki Fu訳UKAWAand Yuki IMATOMI 

Development of thinning system with a tower yarder newly introduced from Europe胴Productivityof 

uphill yarding under the cable-. J. Jpn. For. Eng. Soc. 27(3): 175-178， 2012. This study aimed to 
develop an operational syst巴mfor thinning using a tower yarder・newly-introducedfrom Europe. To that end， the 

productivity of thinning operations was researched， and the uphill yarding operation under th巴cablewas analyzed in 

this report. The yarding time did not have a c1ear relationship with the loading volume， and had a high con.elation 

with the yarding distance， thus a prediction relation of the productivity for uphill yarding was able to derive. On the 

mean yarding distance of 114m and the mean loading volume of 0.69m" in this research arεa， the whole productivity 

of uphill yarding was 11.5m3/hour， which was pr・edicted1.5 times higher than the existing similar tower yarder. It is 

c1ear that this newly-introduc巴dtower yarder could be expected to get the higher productivity in the forest condition 

in]apan. 

Keywords : productivity， tower yarder， yarding， thinning 

1 .はじめに

近年，林野庁補助事業「先進林業機械の導入・改良事

業j等で，欧州の先進的な林業機械が導入され始めてい

るO この中の1つに，我が国の急峻で複雑な地形と成熟

し大径化する木材搬出への適用が期待されるタワーヤー

ダがある O 本研究では，この新規に欧州、lから導入された

タワーヤーダを用いた作業システムを開発することを目

的に，間伐作業の功程調査を行った。本報では架線下の

よげ荷集材作業を中心に報告する O

2.研究方法

2.1適題作業システム

本研究で用いたタワーヤーダを図-1に示す。高知県

香美森林組合に導入された拙M Forsttechnik11製

WANDERFALKE U-AM-2toであり トラクタでけん引し

て移動するタイプである。機械諸元を表…1に示す。機 関-1 タワーヤーダ
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械質量は10.2t，幅は2.374m，長さは6.572m，タワーの高

さは1O.57m，エンジン出力は1∞kw，吊上げ能力は2t，

索ローフ。径は16mm，ローフ。長は500mで、ある O 搬器には

Shelpa U-3to (関 2) を搭載し，機械質量は0.4lt，最大待

掛量は3.0t，最大走行速度は5mJ秒で，先111と元山の簡を

自動で走行して停止する自動走行機能がある O また，中

間サポート(図…3) を使用することで線下高を確保し，

我が国の複雑な地形への対応を可能にしている。事前に

中間サポートの位置を設定することで，搬器はその位霞

の5m手前から減速し，通過後5mを過ぎてから加速して，

中関サポートを安全に通過するようにタワ一本体で自動

制御される O

適用作業システムを図-4に示す。先出では， 1人また

は2人で、連携してチェーンソーで斜面下方に伐倒後，リ

モコンで搬器を操作して元口に荷掛けを行う。作業路上

では，プロセッサのオペレータがコックピットからリモ

コンで搬器を操作して作業路脇まで集材し，プロセッサ

で材を引き寄せて造材する O その際にオートチョーカー

を使用することで，オベレータはコックピットから!寄り

ずにリモコンで!順次材の荷はずしを行うことができる O

また，プロセッサで材をつかみながら荷はずしを行える

ため，材のi骨落も助ぐことができる O このシステムでは，

2人または3人作業となり，携帯可能な2台のリモコンを

用いて先山や元山で搬器操作を行うことで，スムーズな

連携作業を可能にしている O

2.2調査区概要

調査IX を高知県香美市香北~D'の民有林内に設定した。

調査区概要を表-2に示す。樹種はスギとヒノキで，ス

ギの平均胸高度径が27.8cm，平均樹高が242m，平均幹材

讃が0.71m3
/本，ヒノキはそれぞれ19.8cm，19.8m， 0.48ぱ/

本であった。

本調査区における架線および立木の自己置を図-5に示

す。列状に伐採した架線下および魚、骨状に伐採した方形

プロット (60mX60m) 内の伐倒木を上げ荷集材した。

に全;;j三集材ーを行ったが，材が大きかったり，材ーと材が

重なり合って引き一寄せられなかったり，または残存立木
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に傷を付けそうな場合には，チェーンソーで枝払いや先

落とし，あるいは適当な長さの短木に分割して集材し

た。

索張りの縦断面図を図 6に示す。あわせて図中に中

間サポートがない場合の索張り状況も示した。なお，原

索中央垂下比は5%として架空索を描いている O 支開傾

斜は約23度で¥タワーヤーダの元柱から先柱まで、の水平

距離は225.7mで、あった。中間サポートを使用しなかった

場合，元柱から約77m離れた1つ目の中間サポート (SS主)

の位置付近までしか線下高を確保できず，中間サポート

を3か所設買することにより，索張りの延長が3倍程度広

がったことが分かるO

この調査区において索張りから伐倒，集材，造材ーまで

の間伐作業をビデオ観測し，本報では架紘ドの集材作業

について時間分析を行った。また，求めた搬器の走行速

度や生産性について，既存のタワーヤーダである

TURMFALKE (1)のとの比較を行った。この機械はト

ラックに搭載して移動するタイプであるが，機械質量

7.95t，タワー高10m，エンジン出力78kw，最大吊上げ能

力2.5t，搬器の最大走行速度5m/秒と，出力が

WANDERFAU包よりやや小さいもののその他の諸元は

間程度であり，比較対象として適当であると考えられる O

ただし， W ANDERF ALKEと開様に搬器の自動走行機能

があるものの，リモコンによる操作は元山でのみ可能で

あり，オートチョーカーは{更用していなしミ。樹干重カfヒノ

キ，平均胸高産径が17cm，平均集材距離が75.8m，支開

傾斜が19度，中間サポートを使用していない作業条件下

における上げ荷集材の結果と比較した。

国…6 索張りの縦断面図
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3.架線下における上げ荷集材作業の生産性

本調査区全域において， 108サイクル， 126本，計

71.5m3を集材した。このうち，架線下において，斜面上

方に伐倒し先掛けして集材した先柱付近の7サイクルを

除く ，56サイクル， 65本，計38.4dの集材作業を分析し

た。最大集材距離は222m，平均集材距離は114mで、あり，

lサイクルあたりの平均荷掛け本数は1.16本，荷掛け量は

平均0.69m3 (最小0.11~最大1.おば)であった。

架線下における上げ荷集材の要素作業ごとの作業時間

を図 7に示す。既往の文献 (2) に基づいて，集材作業

を，タワー手前から荷掛け位置まで搬器を移動させる

“空走行搬器が停止し荷上げ索を下げる“索下げ

荷掛手が索をつかんで材まで引き回してワイヤを掛ける

“荷掛け荷掛け手が待避し材を搬器まで引き上げる

“荷上げぺ持掛け位置から材を吊って元山まで搬器を移

動させる“実走行材を作業路脇におろす“荷下げぺ

材からワイヤがはずされ索を引き上げる“索上げ"に区

分し，打ち合わせやプロセッサの造材作業待ちなどの遅

延時間を除外した。なお，オートチョーカーを使用した

ことにより，通常必要なオベレータ等が材からワイヤを

取り外す“荷はずし"作業がない。集材作業の合計時間

は12，0槌秒であり，空走行と実走行の搬器の移動が約6割

を占めていた。

搬器の走行時間と走行斜距離との関係を図-8に示す。

比較のために，既存機としてTURMFALKE(1)のグラ

フも示した。本研究で用いたWANDERF ALKEの搬器の

平均走行速度は，支間傾斜が23度で中間サポートを3か

所使用した作業条件下において，空走行が2.69m/秒，

走行が1.41m/秒で、あり，最大走行速度に対し空走行で1/2，

実走行で114税度であった。中間サポート付近で自動減速

したことや，安全のために走行速度を落として作業をし

ていたことが要因として考えられる O 一方，

TURMFALKEの搬器の平均走行速度は，支間傾斜が19度
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で中関サポートを使用していない作業条件下において，

走行が1.52m!秒，実走行が1.2伽n/秒で、あり，最大走行速

度に対し空走行で113以下，実走行で114以下であった。

使用条件は異なるものの，搬機の走行速度は本機の方が

既存機より，空走行では2倍，実走行では1.2倍程度速か

った。

荷掛量別の集材距離と集材作業時間との関係を図-9

に示す。本調査区における荷掛最の範国 (0.11~ 1.33ば)

において，集材作業時間は荷掛量との開に明確な傾向が

なく，(1)式に示すとおり集材距離と高い相関があった。

また，重田精分析を行った結果，集材作業時間と集材距

離との間にのみ1%水準で、優位な相関関係が確認された。

t =106.9ε0似肺主l (R
2
=0.部0) (1) 

ただし， t:集材作業時間(秒)， d:集材距lillt(m) であ

るO

集材距離と生産性との関係を図 10に示す。図中の予

測式は，(1)式から荷掛量が集材作業時間に影響しない

ものとして，集材距離ごとに作業時間を推定し， (2)式

のとおり 1サイクルあたりの想定荷掛量を作業時間で除

して上げ荷集材作業の生産性を求めた。
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(2) 

ただし， ρ:生産性(ぱ/時)， w:荷掛量(ぱ)である。

また，比較のために横取り作業をなしとして，既存機

であるTURMFALKE(1)の実績鑑も示した。本研究で

用いたWANDERF ALKEの架線下における上げ荷集材作

業の生産性は，本調査区全域では11.5m3
/時で、あり，それ

ぞれ実績値は少しばらつきがあるものの，ほほ対応、する

予測式の間に分布したO 一方， TUR五tJFALl包の生産性は，

平均集材距離が52.1m，平均荷掛量カ'0.30m3の作業条件下

において4.9m3
/時で、あったが，おおむね荷掛量0.2m3の本

予測式付近に分布した O 集材距離が52.1m，荷割、量が

0.30m:1としてWANDERF ALKEの生産性を求めた結果

7.4m3
/時となり，本機の方が既存機より1.5倍程度の高い

生産性が得られると予測された。搬器の走行速度が早か

ったことや，オートチョーカー使用により荷はずし作業

がなかったこと， 2台のリモコンを用いた搬器操作によ

り作業間の遅れ待問が縮小されたことが要国として考え

られる。

4.おわりに

本研究では，欧州から新規に導入されたタワーヤーダ

を用いた作業システムを構築することを自的に，間伐作

業における功程調査を行い，本報では架線下の上げ荷集

材作業を中心に分析した。この結果，集材作業時間は，

荷掛最との間に明確な傾向がなく，集材距離と高い相関

関係にあることが明らかとなり，架組下における上げ荷

集材作業の生産性予測式を導出することができた。また，

平均集材距離114m，平均荷掛量0.69ばの本調査区全域で、

は，架線下における上げ荷集材作業の生産性は11.5m3
/時

となり，既存機よりも1.5倍程度生産性が高くなると予測

された。したがって，欧州から新規に導入された本機は，

我が国の森林条件に適用しでも高い生産性が期待できる

ことが示唆された。今後さらにデータの蓄讃を行い生産

性予測式の精度を高めるとともに，横取り作業や索張り

の架設・撤去の分析および下げ荷の功程調査を行う予定

である O

本調査を実施するにあたり，現場作業を実施していた

だいた香美森林組合に深く感謝の意を表します。

引用文献

(1)吉田智佳史・向勝・井上源基・戸田正和・出中千代

志(1998) タワーヤーダによる適正作業方法の解明

(日)一伐採形態の検討一.日林論109: 449~450. 

(2)全国林業改良普及協会編 (2001)機械化のマネジメ

ント.お，9pp，全国林業改良普及協会，東京.

(2012年4月9日受付， 2012年5月24自受理)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

