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速報

フエラーパンチャ機能付バケ.ッ卜とグラップル付バケットを用いた森林作業道作設システムの比較*

片桐智之輔

片桐智之 :フエラーパンチャ機能付パケットとグラ ップル付パケットを用いた森林作業道作設システムの

比較.森利誌28(4): 263-268守 2013. フエラーパンチャ機能付パケットを用いた森林作業道作設の伐木

工程，木寄工程，掘削工程の生産性を明らかにし，グラップル付パケットによる作設システムとの比較試

験を行うとともに，本作業システム全体の生産性と作設コストを評価した。フエラーパンチャシステムの

伐木工程は35.l4m31時となり，従来型システムの2倍となった。また，鋸断作業は胸高直径と明確な関係が

なく，平均3秒で行われた。調査で得られたサイクルタイムから試算した1日あたりの作設距離は，フエラ

ーパンチャシステムが114.4ml日となり，従来型システムと比較すると， 1人作業より約8m!日長くなり， 2 

人作業より約12m短くなった。作設コストは，フエラーパンチャシステムが606円1mとなり，従来型システ

ムと比較すると， 1人作業より5円1m，2人作業より 88円1m低くなった。フエラーパンチャ機能付パケット

を用いた森林作業道作設システムは，従来型システム (1人作業，2人作業)より有効なシステムとなり得

ることが示唆された。

キーワード:森林作業道，フ エラーパンチャ機能付パケット，伐木能力，作設距離，作設コスト

1. はじめに

森林作業道作設は，チェーンソーによる伐木とパック

ホウまたはグラ ッフ。ル付パケ ットによる掘削を並列して

行うシステムで2人作業として行われてきた。近年，グ

ラッフ。ル付パケットに格納式の刃物を装備することで，

立木の伐倒作業と同時に路網作設およびグラップル作業

を1台で行うことのできるフエラーパンチャ機能付パケ

ット (以下，フエラーパンチャ付パケ ット)が開発され，

l人で作業道作設が可能となった(1)。 そこで，本研究

では，フエラーパンチャ付パケ ットの伐木能力および作

設効率を明らかにし，グラ ップル付パケ ットを用いた作

設システム (以下，従来型システム)と比較することを

目的に，森林作業道作設作業の功程調査を行った。

2.研究方法

2.1作業システム

本研究で用いたフエラーパンチャ付パケットを図-1，

2に，機械諸元を表-1に示す。パケ ット容量は0.40m
3
，

カ ッ ト 最大す法は300~350mm，フォーク先端の掴力は

29.0ばぜ， 最大開口幅は1，045mm，パケ ット幅は903mm，旋

2013年5月29日受付， 2013年9月6日受理

回速度は12叩m，機械質量は1，090kgで、ある。ベースマシ

ンには， CAT313DCRを用い，機械質量は12加Okg，標準

パケ ット容量はO必 d，エンジン定格出力は60kWで、ある。

従来型システムでは，格納式刃物を使用しない状態のフ

エラーパンチャイ寸ノ1、ケットをグラッフ。ルイ寸ノくケットとし

て用いた。

作業システムを図-3に示す。フエラーパンチャシス

図 1 フエラーノTンチャ付パケ ット
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テムは，フエラーパンチャ付パケットで伐木し，全木を

路端まで木寄集材後，作業道を掘削するシステムであり，

全ての工程を1人1台で行う 。従来型システムは，チェー

ンソーで伐木した後，グラップル付パケットで全木を路

端まで木寄集材を行いながら，作業道を掘削するシステ

ムである。通常は，チェーンソーによる伐木工程とグラ

ップル付パケットによる木寄，掘削工程は2人並列作業

であるが，今回は全ての工程を1人で、行った。なお，グ

ラップル付パケットによる伐木補助は行わず，全ての立

木はチェーンソーのみで伐倒した。

伐木工程の要素作業は，フエラーパンチャシステムは，

図-2 ヘッド

表-1 機械諸元

ヘッド MSE-45FGZX 

パケット容量 0.40m3 

カット最大寸法 300 -350mm 

掴力 (フォーク先端) 29.0日4

最大関口幅 1，045mm 

パケット幅 903mm 

旋回速度 12rpm 

質量 1，090kg 

ベースマシン CAT313DCR 

質量 12，900kg 

標準パケット容量 0.45m3 

エンジン定格出力 60kW 

盆2主 左査基盤

フェ弓-/¥ン子ャシス子ム フエラ-/¥ンチャ付パケット
1人

担当1

従来型シス子ム ク、ラップル付バケット

1人

図 3 作業システム
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立木までの移動を「空走行j，立木への旋回を「空旋回j，

アームを伸ばして立木をつかむまでの「立木つかみj，

立木をつかんだ後に鋸断しやすいように立木を傾ける

「立木傾けj，立木をつかんでからナイフで切断するまで

の I鋸断jに区分した。従来型システムは，立木聞の移

動を「歩行j，立木下での下草刈り等を「足場作り j，チ

ェーンソーでの伐倒作業を「伐倒j，チェーンソーで追

口をいれた後に，倒れない立木を人力で押す作業を「人

力押しjに区分した。打合せやチェーンソーの調整など

の遅延時間は除外した。木寄工程の要素作業は，フエラ

ーパンチャシステムは，伐木工程で切断した立木を倒し

ながら掘削作業に影響しない森林作業道先端周辺へ移動

させ集積する「立木集積j，その集積木が掘削作業に影

響する場合に集積場所を変えるため，アームを伸ばして

集積木をつかむまでの「集積木つかみj，集積木をつか

んでから再集積場所まで移動させる「集積木再集積」に

区分した。従来型システムは アームを伸ばしてチェー

ンソーによる伐倒木をつかむまでの「伐倒木つかみj，

伐倒木をつかんでから集積場所まで移動させる「伐倒木

集積Jに区分した。打合せなどの遅延時間は除外した。

なお， I集積木つかみj，I集積木再集積j，I伐倒木つか

みj，I伐倒木集積Jは複数本を同時に処理する場合があ

った。掘削工程の要素作業は 斜面の粗掘りから粗路作

設までを「粗路作設j，粗路作設後の路面形成を「路面

形成j，履帝による転圧を「履帯転圧j，伐根の掘削から

処理までを「伐根処理j，枝条の整理を「枝条整理j，伐

木工程または木寄工程から掘削工程へうつる際の旋回を

「その他旋回」と区分した。従来型システムのグラップ

ル付パケットへの乗降作業は，約15mご、とに行われ，今

回は，伐木工程，木寄工程，掘削工程の要素作業には含

めなかった。

2.2調査区概要

調査区を岡山県真庭郡新庄村の民有林内に設置した。

調査区概要を表-2に示す。樹種はヒノキ，林齢は35年

生，フエラーパンチャシステムの調査区面積はO.038ha，

立木本数密度は1，7ω本/ha，平均胸高直径は19.&m，平均

表-2 調査区概要

フエラーノてンチャ 従来型

システム システム

樹種 ヒノキ ヒノキ

林齢 35 35 

プロット面積 (ha) 0.038 0.031 

立木本数密度 (本fha) 1，700 1，800 

胸高直径(cm) 19.8士2.8 18.4 :t 2.8 
樹高 (m) 13.8 :t 1.1 13.4土0.8

立木幹材積 (m3f本) 0.22:t 0.05 0.l8 :t 0.05 

斜面傾斜 (") 38.5 38.l 
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樹高は13.8m，平均立木幹材積は0.22m3f本，斜面傾斜は

38.5
0 

，従来型システムはそれぞれ0.031ha，1，800本fha，

18.4an， 13.4m， 0.l8m3f本， 38.l。であった。

2.3調査方法

森林作業道および調査区の配置を図-4に示す。作業

道は，斜面下部の作業道始点から斜面上部の作業道終点

まで、378m作設した。フエラーパンチャシステムの調査区

は，作業道始点から149m地点を基点として55m設定し，

従来型システムの調査区は，作業道始点から61m地点を

基点として45m設定した。なお，各調査区には15mご、と

の区間 (フエラーパンチャシステムの最終区間は10m)

を設定した。各区間の斜面傾斜は，フエラーパンチャシ

ステムの区間1から区間4が順に43
0

， 41
0 

， 34
0 

， 37
0 

であり ，従来型システムの区間5から区間7が}II買に34
0

， 

36
0 

， 39
0

であった。この調査区において，伐木，木寄，

掘削までの作業道作設をビデオ観測し時間分析を行っ

た。 フエラーパンチャシステムは2011年9月12日に，従来
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型システムは2011年9月2日に調査を行った。作業実施前

に，調査区内の立木の位置，胸高直径の計測を行い，作

業実施後に，作業道脇の立木についてレーザー距離計

(Laser Technology社製TruPulse360)を用いて樹高を測定

した。

3.結果と考察

3.1伐木工程の作業時間と生産性

伐木工程の作業時間と生産性を図-5に示す。生産性

は，フエラーパンチャシステムが35.14m3f時，従来型シ

ステムが18.25m3f時となり ，フエラーパンチャシステム

が従来型システムの約2倍となった。1本あたりの作業時

間は，フエラーパンチャシステムが23秒/本，従来型シス

テムが36秒/本となった。フエラーパンチャシステムは従

来型システムより 13秒短く (ウェルチのt検定t=-5.74，

ρ<0.∞1) ，従来型システムの伐倒作業 (26秒/本)と同程

度であった (ウェルチのt検定tニ 1.19，t>0.05)。また，従

図-4 森林作業道および調査区の配置
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来型システムは伐倒作業が作業時間の約7割を占めてい

たのに対して，フエラーパンチャシステムでは鋸断作業

は約14%と少なく，立木つかみ作業が約7割を占めてい

た。

フエラーパンチャシステムについて，胸高直径と立木

つかみ作業時間の関係および鋸断作業時間の関係を図-

6に示す。胸高直径と立木つかみ作業時間の聞に相関は

みられなかった (r=0.09，ρ>0.05)また，鋸断作業時間

との聞にも相関はみられなかった(戸一0.06，ρ>0.05)。鋸

断時間別の発生回数を図 7に示す。胸高直径を2cm括約

し，鋸断時間ごとに積み上げると，鋸断時間は3秒が最

も多く，ついで2秒， 4秒となり， 5秒以上かかることは

20 
回 26cm

15 ~同 田 24cm
ロ22cm

事訴 10 圃 20cm
回 図 18cm

5 日図
闘口• 

2秒 3秒 4秒 5秒 6秒 7秒 8秒 9秒

鋸断時間(秒)

図一7 鋸断時間別の発生回数
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少なく，平均鋸断時間は3秒となった。

フエラーパンチャ付パケットによる伐木は，チェーン

ソーよりも効率的であることが確認できた。また，チェ

ーンソーによる伐倒は切断径が大きいほど伐倒時聞が長

くなる (3)が，フエラーパンチャ付パケットでは胸高

直径には関係なくほぼ一定であることが明らかとなっ

た。今回は，胸高直径2伽 n以下のヒノキであったが，松

本(1)は， 120L/分以上の流量があれば直径35cmのスギ

材を2.3秒で切断すると報告しており，直径が大きくなっ

ても作業時間は増えないと予想される。今後，フエラー

パンチャシステムの伐木工程において生産性の向上を図

るためには，工程の 7割を占める立木つかみ作業の時間

を短縮させることが必要と考えられた。

3.2木寄工程の作業時間と生産性

木寄工程の作業時間と生産性を図-8に示す。生産性

は，フエラーパンチャシステムが24.21m3
/時，従来型シ

ステムカ'19.72m3/a寺となり，フエラーノくンチャシステム

が若干高くなった。1本あたりの作業時間は，フエラー

パンチャシステムが33秒/本，従来型システムも33秒/本

と同じになった。ただし，フエラーノfンチャシステムは，

立木集積作業だけであれば24秒/本となり，従来型システ

ムより9秒短くなった。

木寄工程では，フエラーパンチャシステムは従来型シ

ステムと効率は変わらないことが明らかとなった。しか

し，フエラーパンチャシステムは一度伐倒木を集積した

後に再移動を行っており，それを減らすことができれば，

伐倒木つかみ作業を省略できる分，木寄工程においても

生産性を向上させることができると考えられた。

3.3掘削工程の作業時間と生産性

掘削工程の区間ごとの作業時間と生産性を図 9に示

す。全7区間の生産性は，平均25.2m!時となったが， 10.4 

~53.lm!時と区間により大きな違いがあった。生産性が

低い区間1および区間2は，基岩にあたっており ，他の区

間よりも粗路作設，路面形成の作業時聞が長くなり，生

産性が低下していた。しかし， 要素作業割合では，生産

性が高い区間と低い区間で大きな違いがなく，どの区間

でも粗路作設と路面形成が約7割を占めていた。

3.4作設距離および作設コスト

調査区での1日あたりの作設距離は， 1日あたりの実働

は6時間として，フエラーノすンチャシステムは83.lm!日，

従来型システムは， 90.lm!日となった。輿儀 ・宮本 (4)

は，グラップル付パケットの作設距離を14tクラスで

77.0m!日と報告している。作業条件により 1日あたりの作

設距離は異なるため一概には比較できないが，今回の従

来型システムの作設距離は約13m長かった。

今回の調査区では， 1日あた りの作設距離は，従来型

システムがフエラーパンチャシステムを上回っていた
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間じオベレータでも伐木本数や土壌条件により作設

距離は変わってくる。また，従来型システムでも1人作

業か2人並列作業かで変わってくる。そこで，本研究で

られたサイクルタイムを用いて，立木密度2，∞0本/ha，

作設距離500m，脂員4m，伐木本数400本の条件下で，フ

ラーパンチャシステム，従来型システム (1人作業)

および従来型システム (2人作業)について， 1日あたり

の作設距離および作設コストの試算を行った。

作設距離の試算に用いたサイクルタイムは，フエラー

パンチャシステムの伐木工程はお秒/本，木寄工程は33秒

/本，従来型システムの伐木工程は36秒/本，木寄工程は

お秒/本としたO掘削工程は再システムとも25m!時とした。

調査では掘削工程の生産性が区間により大きく異なって

いたが，作業道作設においては作設を進めるにつれ，土

壌条件等が変わり生産性が変わることはあり得ることと

，今回は平均値を使用することとした。従来型シス

テム (1人作業)で行われる機械への乗降作業は，今回

と問様に15mご、とに行うこととし，本調査結果から

52秒/圏とした。フエラーパンチャシステムでは，伐木工

木寄工程および掘期工程は宜列作業として，従来型

システム (1人作業)では，伐木工程，木寄工程，掘削

工桂および乗降作業を車列作業として， (1)式からシス

ム生産性を算出した。従来型システム (2人作業)で

辻，伐木工程と木寄，掘削工程は連携して作業を進める

め区剖せず，システム生産性を算出したo 1日あたり

の実働6時間として，算出したシステム生産性から1日あ
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たりの作設距離，労働生産性および作設コストを求め

た。

500 p = ~~~ x60x60 
Tj十九十九十九

(1) 

ただし，P:システム生産性 (m/時)， T̂:作業時間，

0=1 (伐木工程)， 2 (木寄工程)， 3 (掘削工程)， 4 (乗

降作業)である。

作設コストの諸評価値は 低コスト作業システム構築

事業報告書 (2)を参考に表-3のとおりとした。耐用年

数は経済寿命としたO なお フエラーパンチャ付パケッ

トとグラッフ。ル付パケットの購入価格は販売店への開き

取りによる数値を用いた。フエラーパンチャシステムで

は，伐木，木寄，掘削工程をフエラーパンチャ付パケッ

ト作業として算出した。ただし，消耗品費は伐木工程の

計算にのみ使用した。従来型システムでは，伐木工程は

チェーンソー作業，木寄，掘削工程をグラッフ。ル付パケ

ット作業として算出した。今回の作設コストは，伐木工

桂，木寄工程，掘削工程の費用であり，機械搬送費や素

材生産費等は含めていない。

1日あたりの作設距離および作設コストの試算結果を

表-4~こ示す。作設毘離は，フエラ…パンチャシステム

が114.4m/日，従来型システム (1人作業)が106.5m!日，

従来型システム (2人作業)が126.8m!日となった。労働

表-3 作設コストの諸評価値

項 自
ブエラーパンチャ付 グフツプル付

チェーンソー
パケット パケット

労務費 オベレータ一日給(円) 20，0∞ 20，000 20，000 

購入価格(円) 18，313，∞o 17，424，0∞ 202，000 

耐用時間(時) 4，474 4，474 3，330 

鮒用年数(年) 3.7 3.7 3.7 

国定費 年間稼働日数(日) 200 200 150 

償却費率 0.9 0.9 0.9 

年間管理費率 0.065 0.065 0.065 

年利率(%) 5 5 5 

保守修理費率 0.40 0.40 0.85 

変動費燃料油脂費(丹/時) 1，369 1，369 259 

泊耗品費(円/ぱ) 459 。 60 

表-4 作設距離と作設コスト

作設距離 労働生産性 作設コスト

(m1 B) (m1人目) (円1m)

フエラーノてンチャシステム 114.4 114.4 606 

従来型システム (1人作業) 106.5 106.5 611 

従来型システム (2人作業) 126.8 63.4 694 
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生産性は，フエラーパンチャシステムカ1114.4m1日，従来

型システム (1人作業)が106.5m1日，従来型システム (2

人作業)が63.4m1人日となった。1日あたりの作設距離は

従来型システム (2人作業)が最も長くなるが，労働生

産性ではフエラ ーパンチャシステムが最も長くなると試

算された。作設コストは，フエラーパンチャシステムが

606円1m，従来型システム (1人作業)が611円1m，従来

型システム (2人作業)が694円1mとなり，フエラーパン

チャシステムが従来型システム (1人作業， 2人作業)よ

り低くなった。

フエラーパンチャシステムは，従来型システム (1人

作業)と比較して，低コストでより長く作業道を作設す

ることができる。また，従来型システム (2人作業)と

比較すると ，作設距離は短くなるが，低コストで作業道

を作設することができる。そのため， 1日あたりの作設

図 10 格納式刃物の損傷状況

図 11 スギ伐倒木の鋸断面
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距離，労働生産性，作設コストから，フエラーパンチャ

システムが従来型作業システム (1人作業，2人作業)よ

りも有効なシステムになり得ると考えられた。

4. おわりに

本研究では，新たに開発されたフエラーパンチャ付パ

ケットの伐木能力および作設効率を明らかにすることを

目的に，作業道作設作業における功程調査を行い分析し

た。この結果，伐木工程で，フエラ ーパンチャシステム

が従来型システムより高い生産性を示し，鋸断作業につ

いては，胸高直径との聞に明確な傾向がなく，約3秒で

鋸断することが明らかとなった。フエラーパンチャ付パ

ケットの能力から， 1日あたりの作設距離と作設コス ト

を試算することができ，フエラーパンチャシステムが従

来型システムよりも有効なシステムになり得ることが示

唆された。

フエラーパンチャ付パケットの最大の特徴である格納

式刃物は，短時間に立木を切断することができるが，立

木以外の物，例えば石なども切断することができる。 し

かし，石を切断すると格納式刃物が変形し(図-10)， 

後の立木切断に影響が出る上，修理の必要も出てくる。

最悪の場合，格納式刃物の交換が必要になる。また，伐

倒木の元口から上部に向けて裂ける場合があり，材の価

値が失われることもある(図 11)。このように，フエ

ラーパンチャ付パケットは 伐木作業において注意が必

要な機械であると考えられた。

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(株)ヤマテックに深く感謝の意を表します。
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