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はじめに  

 

 

 弊社は産業用荷役作業機器や包装機器などの開発・設計・販売を行う専門メー

カーとして平成１０年２月、福岡県福岡市近郊の篠栗町において創業いたしまし

た。平成１１年度の林野庁の助成を頂き間伐作業対応小型多機能機械の開発に取

り組んだのを皮切りに林業機械分野への参入を果たしました。この助成で開発し

たクランプ付きバケットがザウルスロボ、木寄用ウインチがウインチロボへと発

展し皆様にご愛用いただいております。その後、平成１９年度に再び林野庁の助

成を頂いて開発したフォーク収納型グラップルバケットはウルトラザウルスと

なり、さらにフェラーバンチャザウルスロボへと発展しております。  

 弊社と致しましては、このようなアタッチメントにとどまらず、林業機械の総

合メーカを目指して林野庁の助成を頂きつつ８輪フォワーダ、８輪駆動林内作業

車、油圧ショベルキャビン用スタビライザ、ツインエンジンフォワーダなど車両

系機械の開発にも取り組んできたところですが、近年、急傾斜地等では効率、安

全性、環境保全等の観点から架線集材が見直され架線作業の効率化も喫緊の課題

となってきました。  

 この中で、荷外しのラジコン化は効率、安全の見地から大いに有効であります。

海外ではラジコン式のオートチョーカーが製品化されていますがワイヤロープ

の端末処理がカシメのものを使用することを前提としています。アイスプライス

が一般的なわが国では、カシメ加工は専門工場で処理してもらわなければならな

いため、ワイヤロープが切れた場合などには新たなワイヤロープの入手に日数を

要するという難点があります。このためわが国の実情に即してアイスプライスの

ワイヤを使用するラジコン式のフックを本年度林野庁の委託事業で開発を致し

ました。  

 国内でも木材利用の拡大を図る施策は様々講じられていますが、外材との競争

に耐えられる国産材の生産体制を確立していくためには、林業の機械化の徹底が

極めて重要です。機械は購入コストだけでなく維持コストも含めて総合的なコス

トダウンが不可欠であり、本機はこのような期待に確実に応えることができるも

のと確信しております。  

 本報告書は平成２６年度の事業成果を取りまとめたものであります。本事業の

実施に当たりご指導・助言いただいた林野庁研究指導課、技術開発推進室、検討

委員会委員、一般社団法人林業機械化協会に厚く感謝の意を表します。  
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第 1 事業の目的  

 

１ .開発の目的  

 本格的な利用期を迎えている森林資源を有効活用し、林業の成長産業化を実現

するためには、効率的で安定的な国産材の供給体制の構築に向け、地域の実情に

合った林業機械の開発・導入とこれを核とした低コストで効率的な作業システム

の確立が不可欠である。  

 とりわけ急傾斜地等においては、架線集材による低コストで効率的な作業シス

テムの必要性が各地で高まりつつあり、その基盤となる次世代型の架線系林業機

械等の開発は重要な課題の一つとなっている。  

 このため、本事業においては、 IＴ技術等を活用し、安全性と省エネルギー化

などに優れ、急傾斜地等における効率的な作業システムに対応した架線系林業機

械等の開発の一環として、架設撤去時の資材運搬作業や集材作業の効率化と安全

性向上、木材生産の生産性向上を図るため遠隔操作が可能なラジコン式のフック

を開発する。  

 

２ . 開発の内容  

 架設撤去時の資材運搬作業を安全に実施し、さらに架線集材による作業システ

ムの低コスト・効率化を推進するに当たって、荷外しが１つのネックになってい

ると考えられる。急傾斜地等、足場が悪い環境では外した材が滑ってそれに巻き

込まれる危険があり、また集材作業においては集材機やプロセッサーのオペレー

ターが、材が引き寄せられる度に運転席を離れなければならず非効率的である。 

 このため、遠隔操作が可能なラジコン式のフックを開発して、荷外し作業の安

全性向上と効率化を図り、特に複数本のワイヤーを使用しての集材作業を安全か

つ効率的に行うことを目指す。  

 

３ .事業の実施主体  

 この事業は、林野庁の委託事業として松本システムエンジニアリング株式会社

が受託者となって行った。事業の実施に当たっては、林野庁と協議の上で選定し

た森林整備、森林利用、林業機械や作業システム等に関する専門知識を有する学

識経験者等５名をもって構成する検討委員会を設置し、事業の実施計画、機械開

発等の実施、機械の性能等の検証・評価等に対する技術的助言を得た。  

 検討委員会の構成は次のとおりである。  

 

 伊藤 崇之 森林総合研究所林業工学研究領域安全技術研究室 主任研究員  

 川井喜久博 有限会社川井木材 代表取締役  

 後藤 純一 高知大学農学部 教授  

 酒井 秀夫 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授  

 髙橋 雅弘 静岡県森林組合連合会 天竜営業所長  

  



第２ 事業の内容  

              

１ .検討委員会の設置・運営  

 検討委員会の設置・運営は、一般社団法人林業機械化協会に委託して行った。 

 

(１ )検討委員会の開催  

ア 第１回  

（ア）日 時 平成２７年１月１９日（月） １３時１５分～１４時４８分  

 （イ）場 所 東京都文京区後楽１－７－１２ 林友ビル６階会議室  

（ウ）出席者  

  ①委 員 伊藤、後藤、髙橋委員  欠席 川井、酒井委員  

  ②林野庁 技術開発推進室技術班開発係長 丸橋 宗寿  

  ③弊 社 代表取締役社長 松本 良三 技術部設計課 山口 雅弘  

  ④事務局（一社林業機械化協会）伴会長、松本専務理事、千葉総務部長  

(エ ) 発言要旨  

①  弊社説明 

無線をなるべく長い距離飛ばし、多様な使い方を可能にしたい。ラジコン

で使う電波の周波数は、木の枝の間も通過し易い特定小電力の４３０ＭＨＺ

帯を使う。フックの許容荷重は２～３ｔだが、何ｔが良いのかおききしたい。

それに応じて、フックの重量を１．１㎏から２．２㎏までどのような重さに

するか考える。さらに、超々ジュラルミンを使って１㎏を切るような大幅な

軽量化も検討したい。ただし、その場合は、許容荷重３ｔは無理で、２～２．

５ｔとなる。 

今回のラジコン式フックの概要だが、資料３枚目に示すようＵ字フックで

スリングの先端のアイをロックして材を掛ける仕組みである。鋼線のしな

り、曲げの反発力を利用せずにスリングが外れるようにするためにはＵ字フ

ックが必要だ。これにより鋼線ではなく樹脂のスリングも使用できる。 

Ｕ字フックにはバネを仕込んであり、リモコン操作によりロックを解除する

とバネの力によりフックが回転してスリングが外れる。また、チョーカだけ

ではなくフックとしても利用可能であり、樹脂バンドも使用できる。 

コストのこともあり、ラジコン送信機１台で最大２個のフックの動作がで

きるように考えている。送信機は、手に隠れる小さなもので、非常に軽い。 

受信のための電気消費量とフック開閉用モータを回すための電気消費量

を合わせると、１，０００～１，６００回程度は使える。  

Ｕ字フックは３～５㎏の力をかけて入れ込むようにしており、その時に自

動的に電気スイッチが入る仕組みである。このＵ字フックの内径４０㎜は、

大きいのか小さいのかについてもご意見をいただきたい。 

材を吊り下げている時、フックは材の重みで引っ張られており、誤操作を

しても内蔵されたバネにはフックを解放する反発力はないので安全。 

本体の中に基盤も電池もモータも入っているので、込み入った構造であ

る。ネジで分解するようにするがＩＰ６～７クラスの完全防水は確保する。 



金属の中に電波を通過させるのは難しいため、受信の覗き穴を４箇所開

け、いずれかから電波が入り込み、距離を飛ばせるようにしている。更に距

離を延ばしたければ、アンテナ線を外に出して使えば３００ｍ位は飛ぶ。  

②  意見交換 

委員：チョーカとして使う場合は、プロセッサとか荷下ろし場近くで造材す

る者がリモコン操作するので、距離が飛ばない方が安全性が高い。 

委員：オートチョーカは５０ｍ離れると効かない。 

委員：ジュラルミンの強度はどの位か。 

弊社：鋼の場合には、材質をＳＣＭチョイスで１平方㎜当たり強度８０㎏だ

が、重量が鉄の３分の１の超々ジュラルミンでも５５㎏の強度がある。 

安全基準では、中空フックは安全率５、許容荷重の５倍の強度が必要だ

が、このフックは１８ｔまで壊れないので、安全率を５倍見ても３．５ｔ

位の材まで扱える。鋼鉄で作った場合は重量１．７～２．２㎏、負担荷重

２～３ｔ、ジュラルミンだと重量１㎏で負担荷重は２ｔ位になると思う。 

委員：何本か吊り下げてきた時にもきちんと外れるか。  

弊社：上手く外せるか否かは微妙なところだ。一番気になっているのはスリ

ングを通すこのＵ字フックの穴の形状だ。 

事務局：ラジコン式フック１つで２～３ｔという許容荷重はどうか。 

委員：オートチョーカは３ｔだ。チョーカとして使う時は基本的に１本しか

付けないのに対し、フックで使う時は２本以上付ける。チョーカなら２ｔ

で十分だがフックだと不十分で、両方を同様に取り扱うのは難しい。 

委員：国産材用のスイングヤーダ用、タワーヤーダ用であればそんなに大き

な耐荷重は不要。もう１種類耐荷重の大きな集材機用を開発すれば良い。 

委員：設計荷重はどの位あれば良いか。２．５ｔあれば大径木も吊れる。  

既存のものはワイヤしか使えないが、繊維ロープも使えれば差別化でき

る。 

弊社：設計荷重が２．５ｔなら、重さは１㎏位に収まるのではないか。また、

繊維ロープにすると、ロープを絞り上げる辺りの滑りの箇所をきちっと仕

上げておけばアルミの方が滑りやすい。  

委員：Ｕ字フックが外れる時にアイが絡まずに確実に外れるか気になる。既

存のものは、突っ込んであるベロがただ抜ける単純な構造だが、本開発は、

Ｕ字フックとアイとの組み合わせであり、出っ張りが種々ある中でどうな

るか予想が難しい。 

弊社：そのため、Ｕ字フックがコンマ何秒でバネ仕掛けにより飛び出し、な

るべくワイヤが真下にポンッと抜けるようにしてある。 

委員：先山で一旦締めた後、やり直すことがある。チョーカにしろ、フック

にしろ、一旦締めた後、手動で開けられるか。 

弊社：そのスイッチを付けると安全上問題があるので、手動では開られない。 

委員：既存のオートチョーカは、手動で外すことができる。間伐する場合に

は搬器をちょっと移動させてからもう１回手動で付け替えることがある。 

委員：自然には抜けないが、弱いバネを仕込んでおいて、上からちょっと押



し込めば外せるようにしたらどうか。ラジコンのスイッチは、手袋をした

指のサイズに合わせた大きいものでないと先山で使いづらい。 

弊社：弊社の「もってこいのウインチ」を用いてワンマンで仕事をする場合、

電波が下ろし場まで飛べば、外しに行く必要がなくなるので生産性は上が

る。また、単胴ウインチも外す時は結構危ないので、ラジコンで操作でき

れば安心だ。 

委員：電波が飛べば、１人でラジキャリをやっている人は外しに行く必要が

なくなるので、喜ばれるだろう。 

弊社：電波を飛ばないようにするには、キャップを取り替えて穴をつぶせば

済むので、なるべく遠くまで飛ぶように検討してみる。 

事務局：２番目の本日解決したい課題であるＵ字フックのφ４０という内径

は、樹脂製スリングを使うことまで含めれば良いと言うことか。 

弊社：繊維は、１２φで１２ｔまでもつので、繊維の方が強い。 

委員：チョーカとして使うのであれは、φ４０で良いのではないか。 

委員：本体の全長が２２．５㎝となっている。４枚目の図だとチョーカで引

っ張る木の径は２０㎝弱しかない。本体の全長はできるだけ短くした方が

良いが、径が小さい木の場合の力の掛かり方はどうなのか。 

委員：根っこの方に玉掛けするのではなく、先を止めた細い部分に付けるこ

ともある。その場合、ツルツルに枝を払ってしまうと抜けてしまうので、

先端の枝はある程度の長さを残して枝払いし、その部分に引っかけて、抜

けないようにして使っている。 

弊社：本体を短くするのは結構難しい。オートチョーカはどの位か。 

委員：１５．５㎝である。 

委員：フックの数だが、今の設定ではスイッチ１つに対してフック２個でセ

ットとしている。日本の場合、搬器で集材木を搬送している間、荷掛手は

次に搬送する材の玉掛けをしている。フックが４個あると、２個は先山に

置いておき、他の２個を使って搬器で搬送している間、玉掛けできる。ま

ずは、リモコン１つでチョーカ２つなのだろうが、先々、リモコン１つで

４個を選択的に操作したいという要望が出てくると考えられる。 

弊社：送信機２個の方がコストが安い。４つ使うことは少ないと思っていた。 

２個１セットにしておいて、４個必要な場合は２セット使ってもらう。

その場合には、２個づつ２箇所で使うこともできる。私どもの送信機は小

さいので、チョーカを４個使う場合は、送信機を２個使った方がチョーカ

４個用の送信機を作るより良いのではないかと考えている。 

事務局：松本システムエンジニアリングの説明のようにジュラルミンの場合

には２～２．５ｔ、鋼鉄の場合には３ｔを狙って同じような大きさ、形状

で開発する。基本的には資料の３枚目の設計図にあるような形状で製作す

るが、更に軽量化に努める。無線の飛ぶ距離は、短くするのは簡単なので

なるべく飛ぶ方向で進める。さらに、フックとチョーカを１つで兼ねるこ

とには無理があるので、チョーカに絞って開発することでよろしいか。フ

ックはもっと重くても大丈夫だろうし、たくさんスリングを付けることも



考えたくなると思う。１つの大きさ、形状のもので両方を兼ねるのは難し

いので、今回の対象はチョーカとし、フックはその後に考える . 

委員：今のまとめはその方向で良いが、１点気になる点がある。 

４枚目の使用概要を見ると、基本的にはチョーカの背中の方が材に当たる

訳だが、それがこの形状だと必ずしもキチッと安定するのか気になる。そ

の辺りがチョーカとフックの差であり、そういう微妙な調整が必要なこと

もあるので、実際に使って機能するように検討していただきたい。 

弊社：チョーカとしては、背当てに材のＲにしっくり合った平たいものが欲

しいのは山々であり、気になっているところなので製造方法に微妙な問題

もあるが検討してみる。 

本日は、いろいろと意見をいただき感謝。私どもには考えられないアイ

デアも随分出していただいたので、しっかり時間内に仕上げたいと思って

いる。       

 

イ 第２回  

（ア）日 時 平成２７年３月２日 (月 ) １３時３０分～１４時３０分  

（イ）場 所 東京都文京区後楽１－７－１２ 林友ビル６階会議室  

（ウ）出席者  

①  委 員 伊藤、後藤、酒井、髙橋委員  欠席 川井委員  

②  林野庁 技術開発推進室長 大政康史  

        技術開発推進室技術班開発係長 丸橋宗寿  

③  弊 社 代表取締役社長 松本良三 技術部設計課 山口雅弘  

   ④事務局（一社林業機械化協会）伴会長、松本専務理事、千葉総務部長  

（エ）発言要旨（開発機の動画を見た後）  

弊社：材が空中にある時にスイッチでノッチを外しておいて、材が地面に着

いて荷重が掛からなくなるとフックが外れる。ラジコン式フックには電波

を受信する穴を４箇所設けており、穴のサイズで電波を受信できる距離を

調整できる。穴は鋼鉄より磨耗に強いＭＣナイロンという樹脂で被覆して

いる。内部をシリコンでコーキングすれば完全防水になる。フックを掛け

るとランプが点灯し電気回路が繋がる。 

委員：外れる時の勢いが強いが安全上大丈夫か。 

弊社：慣れてくれば握ったまま開けることはないと思う。ただ、開く前にそ

れを知らせるピーッ、ピーッという音を付けたい。 

委員：打ち所によっては骨折しかねないので配慮も必要。フックの形は良い。 

事務局：鋼鉄で製造する場合も、全く同じ設計図で製造できるのか。 

弊社：全く同じ設計図で良い。 

委員：一番細い材は何㎝位まで括れるのか。 

弊社：繊維ロープのアイの作り方にもよるが、１２～１３㎝位だ。 

委員：繊維ロープは摩擦で切れるおそれがある。材に括り付けて引っ張り上

げるまで、地面や材と擦れる。普通のワイヤだと癖が付くので、チェーン

を使ってはどうか。 



弊社：チェーンではもたない。３ｔもつようなチェーンは途方もなく太くな

る。１ｔでも太いものが必要だ。 

委員：ロープは摩耗の具合でわかるが、チェーンはいつ折れるかわからない。 

弊社：チェーンにも摩耗ゲージがあり摩耗の具合はわかるが、折れるのは摩

耗ではなく金属疲労だ。 

委員：ワイヤを使用した場合、ワイヤがキンクして首を絞めたように撚りが

掛かってしまうと、このフックに引っ掛かり外れなくなる。 

弊社：そのために繊維ロープをメインにしたい。そうでないとフック式の価

値がない。 

事務局：手動で外すために更に押込むことは、この形状だと無理だ。 

委員：U 字フックが更に奥まで行けば良いが、これ以上行かない。 

弊社：先山にリモコンを持って行けば問題はない。リモコンをもう１つ付け

てもそれほど高くはならない。 

委員：手動でもスイッチでも良いから安いことが重要。オートチョーカは、

１万ユーロ、１３０万円位する。 

委員：オートチョーカの場合は、１つの送信機に４色のボタンが付いており、

４つのチョーカを操作できるが、開発機の場合には、４つのチョーカを操

作しようとすれば、送信機が４つ必要か。 

弊社：量産機は、ボタンが２つ付いた送信機とチョーカ１個のセットとボタ

ンが４つ付いた送信機とチョーカ２個のセットの２種類を売りたい。また、

許容荷重が１．３ｔで良ければ、製造方法が変わるので更に安くできる。 

委員：国産自走式搬器は巻上げ能力が大きくないので、ここまで強度がなく

ても良い。 

弊社：そうなればジュラルミンで強度的に十分。また、荷重によってコスト

が変わってくるので、安全率５倍を確保できれば過剰な強度は不要だ。 

許容荷重が変わっても、モータ、スイッチや基盤の信頼性の問題があり、

小さくできないので本体の大きさは変えられない。色を変えて許容荷重が

分かるようにしたい。開閉の耐用回数は、百万回以上はもつようにしたい。 

委員：電池の交換はキャップを外して行うのか。締め込んだ時に上のケース

のロープや穴とフックの位置は合うのか。 

弊社：合うようにしている。強く回し過ぎないように、締め付けた状態を作

ってその状態からスタートする。 

委員：電池残量を表示することはできないか。突然使えなくなるのでは困る。 

弊社：基盤上では電池の残量をモニターしているが、外からは見えない。 

委員：ロープが付いたまま電池が切れたら外すのは大変だ。 

委員：オートチョーカのように手動で外せれば良いが、外せないと困る。 

弊社：電池は切れても、現場で簡単に交換できる。電池を持って行って電池

が切れたら交換してもらう。 

委員：フックはロープに繋がっているから交換は大変だ。 

弊社：下さえ回せば良い訳だから、スパナとパイプを用意しておく。１回だ

け回して緩めれば、あとは手で回せる。 



委員：緩めるよりワイヤを回す回数が問題。キャップを回す回数分だけワイ

ヤが捻れることになり大変だ。オートチョーカは下に棒を突っ込んで回す。 

委員：手動でワイヤが外れるのが一番良い。 

弊社：フックの全長を最初より短くしたので、押し込む余裕がない。もう少

し大きくすれば押し込めるが、小さいままでは難しい。  

繊維ロープは、柔らかいので材の下を通せないと言われたが、二股にな

った木の枝を使えば通せるのではないか。 

委員：その問題はチェーンも同じだ。外国のチェーンには針金のようなもの

が付いていて、それで刺して引っ張って材の下に通す。 

委員：問題は手動で外せないことだけだ。海外に売り出すことなどを考える

と、電池がなくても外せることが大事だ。 

弊社：最悪でも押せば引っ込んでロープが外れるようにしたい。  

委員：繊維ロープ、ワイヤのどちらを対象としているのか、また、チョーカ

として使うことだけを考えているのか、フックとしても使うことを考えて

いるのか。 

弊社：前回、樹脂製の７００㎏の荷重に耐える強力ヒモを紹介したが、直径

３５㎝、長さ２５ｍ位の伐倒木を引っ張っても切れない。そうしたものな

ら、フックとして３本位吊れると考えている。 

委員：ワイヤ用には摩耗に強い鋼鉄製のフックも用意するのか。 

弊社：鋼鉄製も用意するが、ジュラルミン製でもそんなに摩耗することはな

く、多少摩耗しても良いと思っている。 

弊社：繊維ロープを使ってみたいということで開発をスタートした。当然ワ

イヤも使用できるが、繊維ロープは先山でも加工もしやすく、手袋も不要。

軽量化も図ることができて、価格も高くない。１２㎜で１，３００円／ｍ

位、１０㎜だったら１，０００円／ｍ位だ。スリングに２ｍは要らないの

で２千円もあればできる。ワイヤの方がカシメたりするので高くつく。 

委員：ワイヤがキンクすると外れにくいという問題にはどう対応するのか。 

委員：外れないと言ってバネを更に強くされると危ない。 

委員：使い込んだワイヤで試してみると良い。共芯と言って芯もワイヤでな

かなか戻らないものがあるので、それを使って試せば良い。 

弊社：その辺について実験してみて、形状の変更が必要であれば変更する。 

委員：フックを入れる時にカチッと音がしてくれれば有り難い。 

弊社：モータで戻すのでカチッという位置にギアが合わないことが多い。手

で戻せばカチッと音がする。弊社もカチッという音が欲しいと思っている。 

委員：早く商品化し、現場に安く提供して欲しい。  

弊社：８月位には発売したいと考えている。最低でも 10 月の展示会までに

は   繊維ロープを付けてお配りできるよう頑張ってみたい。 

荷外しは結構危ない。地曳きウインチでも、引っ張ってきた材をグラッ

プルで掴んで荷をほぐしてからスリングを外しているが、危険なのでウイ

ンチでもこのフックを使いたい。   



２ .開発機械  

(１ )機械の概要  

 ラジコン式のフックについては、一部でヨーロッパ製の製品が使用されている

が、高価である上、使用するワイヤロープの先端が日本で一般的なアイスプライ

スでなくカシメ処理になっているため、カシメ機のある工場で処理してもらわな

くてはならない。しかし、このような工場はどこにでもあるわけではないため、

予備ロープを備蓄してなければロープの損傷時等に新たなロープの入手に日数

を要することとなり作業に支障が生じてしまう。このため、わが国林業の現場で

一般的なアイスプライスのロープが使用でき、軽量で取り扱いやすいラジコン式

フックの開発に取り組んだ。  

 本体は筒状とし、材料は強度の高い超々ジュラルミンを採用して軽量化を図っ

た。内部は中空で、リモコン電波の受信部とフックのロック解除機構をねじ込み

式にして収納している。林業現場での過酷な使用実態を考慮して防水仕様とした。

リモコン電波を受信するため本体上部に９０度間隔で直径９mm の穴を開けてい

るため、この部分はナイロンバンドを嵌めて保護している。  

 ラジコンについては使用に当たって制約のない４３０ＭＨＺ帯特定小電力の

無線を採用した。電源となる電池は、６Ｖ二酸化マンガンリチウム電池１本を使

用する。リモコン操作は、スイッチ１を押してＬＥＤランプが点灯する２秒の間

にスイッチ２を押せばロックが解除される。  

また、ロープをかけるＵ字フック部にはスプリングを組み込み、フックのロッ

クを解除をしたとき、フックが外側に回転しロープが外れやすくなるようにした。 

 

(２ )開発機械の仕様  

 

事  項 当初計画 開発成果 

直  径       ８０mm 

     本体７０mm 

電波受信穴保護バン

ドを取り付けると 

         ８０mm 

全  長      ２２５mm      １９８mm 

適合ワイヤ直径     ６～１５mm 同左 

許容荷重     ２，０００kg 同左 

無  線 特定小電力 430MHZ 帯 同左 

無線到達範囲      ５０m 以上      １２０ｍ以上 

電  池 
二酸化マンガンリチ

ウム電池 ６Ｖ×１ 
同左 

重  量     １，１００ｇ 同左 

 

 当初計画との変更点は、全長が２７mm 短くなっている。これは検討委員会の

指摘を受けてコンパクト化に努めたことによるものである。   



(３ )試験結果  

 弊社本社工場において、開発機の試験を行った。ロープは直径１２mm の繊維

ロープを使用した。  

ア 丸太を用いて荷掛けを行った。

３本まとめて荷掛けしたが、吊

り上げるとロープが締まり、チ

ョーカーとして機能することを

確認した。  

イ ラジコン式のフックでは、離

れたところから着実にフックの

ロックを解除できることが必要

である。林業の集材現場では、

フックの位置がオペレーターか

ら見て集材してきた木材の反対

側になったり、集材木が既に  

集材した木の陰に隠れたり、斜  

面上にあってオペレーターから見通せないなどリモコン操作をする上では

厳しい条件となることも多い。一方、電波を強くすることには法令上の制約

があり、既定の出力で使用しなければならないため、効率よく着実に電波を

受信させることが求められる。  

当初設計の状態（アンテナを本体

内部に収納）で、受信距離を確認し

たところ１８ｍであった。また、フ

ックが木材の陰に隠れた場合は受信

が不安定となった。そこで、アンテ

ナ線を本体の外に出したところ５５

ｍ以上離れ、障害物の陰になっても

確実に受信し、フックのロックを解

除することができた。次に、本体に

開けた穴を直径９mm から１６mm に

拡大しアンテナを本体内部に収納し

て試験をしたところ５０m 離れたと

ころから確実にロックを解除するこ

とができたので、アンテナは本体の

内部に収納したままで支障のないこ

とを確認するとともに、当初計画の

受信範囲を達成していることも確認

できた。  

さらにロック解除のより一層の確  

実性を期するため、アンテナ線を本  

体から出して本体周囲に巻きつけた上  

フックを使用して荷掛けしたところ  

林内試験の状況  

上矢印がフックの位置  

下矢印がリモコン  



で保護用プラスチックでカバーする改良を行い林内で試験を行った。道路か

ら斜面上方１２０ｍ離れた地点でフックを地上に置いて試験したところ、確

実にロックを解除できた。フックを置いた地点は尾根を少し越えた場所で直

接見通すことができない条件であったがロック解除に支障はなかった。現地

の条件からこれ以上距離を延ばして試験することはできなかったが、この距

離で直接見通すことができない状況で使用できれば林業の現場で確実にロ

ック解除ができると考えられる。ラジコン式ウインチを搭載したスイングヤ

ーダであれば本機を使用して荷掛け手１人で集材作業が実施できる可能性

も期待できる。  

    

(４ )今後の課題  

 工場試験において、開発機を用いて木材を玉掛けして吊り上げることができ、

また、リモコンでフックのロックを解除して荷外しできることが確認できたので、

開発目標は達成したと考えている。  

 しかしながら、以下のような課題も明らかになった。  

 ・丸太を荷掛けした時に、フックが丸太の上に来るのか、横に来るのか、フ

ックの位置は荷掛け時の状況によって異なるが、フックが丸太の上に来た時

には、フックが開いてもフックからロープが外れないことがあった。このよ

うな場合は、荷卸し地点に来た際、ロープを完全に緩めるのではなくロープ

から荷重は抜けているがロープはたるんでいない状態でロックを外し、その

後ロープを緩めるとリモコン式フックが丸太の上から滑り落ちると同時に

ロープが外れることがわかった。また、フック部の形状がロープを外れにく

くしいていることも考えられるので、フック部の形状についても検討を加え、

できるだけロープが外れやすくなるようさらに開発を進めるとともに外し

方のコツも明らかにしたい。  

 上記課題を解決するための改良・試験を行った後、現地で試験を重ね、リモコ

ン電波の受信状況、ロープが確実に外れること、過酷な取り扱いでも十分な強度

を有することなどを確認し、早期に製品化するよう努めていきたい。  





②

①

材

ワイヤーを材にまわし、フック部に引っ掛ける。
（引っ掛ける際はU字フックを回転させる）

ラジコン式フック 使用概要

U字フックロックする。

ワイヤー
※鋼線ワイヤーまたは
樹脂ワイヤーが使用可能。

U字フック

ロックU字フック

リモコン

ラジコン式フック 使用概要

③

スイッチ１

スイッチ２

リモコン操作により、U字フックが解除。U字フック
がバネの反発力で回転しワイヤーが外れる。
誤動作防止の為、スイッチ１を押してから2秒の間
にスイッチ１を押してU字フックを解除する事とする。
（2秒間LEDランプ点灯、お知らせ音が鳴る。）

U字フック

LEDランプ



ラジコン式フック 

          

      側面（フックが外れた状態）              正面（フックが外れた状態） 

 

 

               

      ロープをかけた状態               フック外し用リモコン 

                             このようにアンテナ垂直状態の方が 

                             電波到達距離が長くなる 


