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はじめに 

 

本報告書は、一般社団法人フォレスト・サーベイが受託した、平成 26 年度林野庁委託事

業である「緑の雇用」現場技能者育成対策事業のうち林業機械・作業システム高度技能者

育成事業（架線作業システム高度技能者育成）について、その実施結果をとりまとめたも

のです。 

当該事業では、架線系林業機械の作業効率を向上させる高度な技能を有し、それらを指

導し得る高度架線技能者の育成を図ることを目的に、検討委員会の開催、地域実態調査等

の実施、育成プログラムの作成、技術マニュアル等の作成、試行的運用検討会の実施、高

度架線技能者育成研修の実施、林業機械化推進シンポジウムの開催等を行いました。 

 

事業の実施並びに報告書の取りまとめに当たっては、林野庁及び関係各位のご指導、ご

助言を多くいただきました。ここに記して御礼を申し上げます。 

 

 

平成 27 年 3 月 

一般社団法人 フォレスト・サーベイ 

代表理事 黒澤 卓 
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第１章 事業の全体概要 

 事業の概要 １.１

【事業の目的】 

利用期を迎えている森林資源の循環的な利用を図り、森林の公益的機能の高度発揮と持

続的な林業経営を進めていくため、地域の状況にあった林業機械や作業システムを効率的

に運用できる技能者の育成を図ることが重要となっており、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る。 

このような中で、架線系林業機械の作業効率を向上させる高度な技能を有する現場技能

者の育成が課題となっており、その実行に向け、指導し得る技能を有する高度架線技能者

の育成を図ることを目的とする。 

【事業の概要】 

一般社団法人フォレスト・サーベイ（以下、「フォレスト・サーベイ」という。）は、林

野庁委託事業により、平成 26 年度において、高度架線技能者を育成するための、高度架線

技能者育成プログラム（以下、「育成プログラム」という。）と高度架線技能者育成技術マ

ニュアル（以下、「技術マニュアル」という。）等を作成し、高度架線技能者育成研修（以

下、「育成研修」という。）を実施した。 

図 １.１ 事業概要 
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【事業名】 

平成 26 年度「緑の雇用」現場技能者育成対策事業のうち 

林業機械・作業システム高度化技能者育成事業（架線作業システム高度技能者育成） 

 

 事業期間等 １.２

【事業期間】 

平成 26 年 8 月 6 日～平成 27 年 3 月 20 日 

 

【受託者】 

一般社団法人 フォレスト・サーベイ 

〒102-0085 東京都千代田区六番町７番地 日林協会館３階 

Tel 03-6737-1297 Fax 03-6737-1298 

 

 事業の実施体制 １.３

【事務局】 

本事業は、フォレスト・サーベイの森林技能者育成事務局が実施した。また、円滑な実

施を図るために、一般社団法人 日本森林技術協会 加藤鐵夫理事長にアドバイザーを依頼

した。さらに、事業実施にあたっては、都道府県、森林管理局、森林組合、林業事業体及

び関連団体の協力・支援を得ながら実施した。主な事務局職員及びその分担は、以下のと

おりである。 

 

図 １.２ 主な事務局職員と及び分担 
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【検討委員会】 

本事業の円滑かつ効率的な実施を図るため、架線作業の知見・知識を有する学識経験者

や行政担当者、指導的立場にあり、豊富な架線作業経験を有する熟練技能者による検討委

員会を設置し、育成プログラムや技術マニュアルの作成等について指導・助言を得た。 

検討委員会の構成員は、以下のとおりである。 

表 １.１ 検討委員一覧 

氏  名 所  属 

井硲 啓次 株式会社井硲林産 代表取締役社長 

上村 巧 
独立行政法人 森林総合研究所林業工学研究領域 

収穫システム研究室長 

川戸 緑 耳川広域森林組合 作業班長 

木下 渉 信州大学 技術専門職員 

後藤 純一 高知大学農学部森林科学コース 教授 

近藤 稔 名古屋大学大学院生命農学研究科 助教 

酒井 秀夫（座長） 東京大学大学院農学生命科学研究科 森林利用学研究室 教授 

佐藤 勉 イワフジ工業株式会社 販売推進課長 

中原 敏博 株式会社アイエフ 代表取締役 

広部 伸二 前森林総合研究所 研究協力科長 

古川 邦明 岐阜県森林研究所 森林環境部長 

山﨑 敏彦 高知県立森林技術センター森林経営課 チーフ 

注）50音順 
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第２章 実施内容 

 検討委員会の開催 ２.１

検討委員会は、計 4 回開催した。また、第 1 回検討委員会は、「森林作業道作設オペレー

ターの育成強化」の検討委員会と合同で開催した。その実施内容は、以下のとおりである。

なお、検討委員には、随時、必要な指導やアドバイスを得た。 

表 ２.１ 検討委員会の概要（第 1回、架線・路網合同） 

開催日時 平成 26 年 8 月 27 日(水) 13:30～16:00 

開催場所 東京都千代田区 日林協会館 4 階中会議室 

出 席 者 

【検討委員（架線・路網共通）】 

（座長） 酒井 秀夫 

【検討委員（架線）】 

井硲 啓次、川戸 緑、木下 渉、後藤 純一、近藤 稔、佐藤 勉 

広部 伸二 

【検討委員（路網）】 

橋本 光治、山口 光洋 

【林野庁】 

（研究指導課）大政 康史、益田 健太、永野 徹 

【アドバイザー】 

加藤 鐵夫 

【事務局】 

嶋﨑 省、渡邉 良範、西原 和也、石井 保、中西 健治、齋藤 興 

大山 友之、中村 有紀 

議題 

（説明内容） 

架線作業システム高度技能者育成事業概要について 

事業概要、フロースケジュール、アンケート、地域実態調査 

育成プログラム、技術マニュアル、指導 DVD 等 

審議等 

・受講生の技術力等を把握するためのアンケート調査が必要 

・地域によって使用機械等の特性が異なることへの留意が必要 

・長期間、研修で日常の作業現場を利用するのは現実的ではない 

・主索型の場合は、安全係数を用いた架線計画等の安全性の確保につい

て、確実に啓蒙することが必要 

・急傾斜地に集材機を使って皆伐する場合、人力で横取りすることは考

えられない。1 回の索張りで大量に集材できるので、㎥当たりで考え

れば費用は安い 

表 ２.２ 検討委員会の概要（第 2回） 

開催日時 平成 26 年 9 月 25 日(木) 15:10～17:10 

開催場所 東京都千代田区 日林協会館 4 階中会議室 

出 席 者 
【検討委員】 

（座長） 酒井 秀夫、川戸 緑、木下 渉、近藤 稔、中原 敏博 
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広部 伸二、山﨑 敏彦 

【林野庁】 

（研究指導課）大政 康史、益田 健太 

【アドバイザー】 

加藤 鐵夫 

【事務局】 

嶋﨑 省、渡邉 良範、西原 和也、石井 保、中西 健治 

中村 有紀 

議題 

（説明内容） 

1、アンケート調査の結果について 

2、地域実態調査の中間報告について 

3、育成プログラムのカリキュラム（案）について 

4、技術指導 DVD の構成（案）について 

5、試行的運用検討会の実施計画（案）について 

6、技術マニュアル（案）について 

審議等 

【育成プログラム】 

・5 日間でエンドレスタイラーを架設するのは困難 

・新設・既設を問わず、地域で行っている架線集材の現地を見学できる

ような場所の選定が必要 

【技術マニュアル】 

・記載内容の修正・指摘 

・説明文章はできるだけ短くし、見出しを付けるなどの工夫が必要 

・普段使われていない器具は削除 

・内容については現在の方向性で問題ない 

 

表 ２.３ 検討委員会の概要（第 3回） 

開催日時 平成 26 年 11 月 12 日(水) 10:10～12:15 

開催場所 東京都千代田区 日林協会館 5 階大会議室 

出 席 者 

【検討委員】 

（座長） 酒井 秀夫、井硲 啓次、上村 巧、川戸 緑、後藤 純一

近藤 稔、佐藤 勉、中原 敏博、広部 伸二、古川 邦明 

山﨑 敏彦 

【林野庁】 

（研究指導課）大政 康史、益田 健太、永野 徹 

【事務局】 

嶋﨑 省、渡邉 良範、西原 和也、石井 保、中西 健治 

中村 有紀 

議題 

（説明内容） 

1、熟練技能者リスト及び研修実績一覧について 

2、アンケート調査の結果について 

3、地域実態調査の結果について 

4、技術マニュアル（案）について 

5、育成プログラム（案）について 

6、試行的運用検討会の実施結果（案）について 

7、技術指導 DVD について 
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審議等 

【アンケート結果】 

・重点的に教えるべき項目の回答結果を反映 

【技術マニュアル】 

・記載内容の修正・指摘 

・ページ数や量的には特に問題ない 

・イラストには画風の統一が必要 

・本編以外に、現場用として別冊の作成も検討 

・支柱にかかる力の説明等は、計算式よりも図で表現 

【育成プログラム】 

・リーダーシップを養成する仕組みが必要 

・ノウハウ・コツといった新たな気づきを引き起こす研修を意識 

・5 日間の研修を 2 回に分けることも検討 

 

表 ２.４ 検討委員会の概要（第 4回） 

開催日時 平成 27 年 3 月 6 日(金) 10:00～12:00 

開催場所 東京都千代田区 日林協会館 4 階中会議室 

出 席 者 

【検討委員】 

（座長） 酒井 秀夫、井硲 啓次、上村 巧、川戸 緑、木下 渉 

後藤 純一、近藤 稔、佐藤 勉、中原 敏博、広部 伸二 

古川 邦明、山﨑 敏彦 

【林野庁】 

（研究指導課）大政 康史、益田 健太、永野 徹 

【アドバイザー】 

加藤 鐵夫 

【事務局】 

嶋﨑 省、渡邉 良範、西原 和也、石井 保、中西 健治 

中村 有紀 

議題 

（説明内容） 

1、今年度の事業実績について 

2、育成プログラム（案）について 

3、技術マニュアル（案）について 

審議等 

【今年度の事業実績】 

・受講生間の交流・技術交換が見られたことを高く評価 

【育成プログラム】 

・計算ソフトを利用した実習は、最大荷重等のシミュレーションが可能

で利便性が高い 

・現地見学地の事業体との日程調整が課題となり続けることが想定 

・安全作業や現地見学のチェックリストの充実が必要 

【技術マニュアル】 

・記載内容の修正・指摘 

・今後、研修での意見交換に基づいたマニュアルの追記が考えられる 

【その他】 

・ワイヤ加工の DVD は、地域での加工方法であることの前置きが必要 
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【検討委員会実施状況】 

  

第 1 回検討委員会 第 2 回検討委員会 

  

第 3 回検討委員会 第 4 回検討委員会 

 

 地域実態調査等の実施 ２.２

２.２.１ 地域実態調査等の概要 

地域実態調査等は、技術マニュアルや育成プログラムの作成のため、架線作業のノウハ

ウ・コツや架線技能者育成についての問題点等を把握するもので、その内容は、以下のと

おりである。 

 

【文献収集】 

国内外の林業架線索張り方式に係る文献、海外での架線技能者育成方法の資料、既存の

架線技能者育成のテキスト等の資料を収集した。 

 

【アンケート調査】 

各地域での架線技能者の育成状況や熟練技能者の技能等について、アンケート調査を実

施した。 

 

【地域実態調査】 

アンケート調査の結果等から、架設されている現場を見学しながら、熟練技能者及び検

討委員から具体的な架線架設のノウハウ・コツ等について聴き取りを実施した。 
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２.２.２ 文献調査の実施結果 

国内における各種林業架線索張り方式についての資料や既存の架線技能者育成テキスト

については、学術論文、解説本、林業専門誌、関係機関の研修教材、指導要領等を、海外

での架線技能者育成の方法や制度に関する資料については、育成制度や先進的な架線事例

を学術論文、解説本等から収集した。また、上記以外については、検討委員からの助言や

意見のほか、インターネットにより収集した。収集した文献を分析し、育成プログラムや

技術マニュアルを作成した。 

収集した文献は別紙 1 のとおりである。 

 

２.２.３ アンケート調査の実施結果 

２.２.３.１ 都道府県へのアンケート結果 

都道府県担当者を対象に、育成事業の実施状況や現況の育成を実施するに当たっての問

題点等についてのアンケート調査を実施した。 

アンケートの結果から、21 府県で研修を実施しており、そのうち、林業架線作業主任者

を養成するための研修が 16 府県、架線技術の向上を目指した研修などの短期間（1 週間程

度）の研修は 4 県、長期間の OJT 研修は 1 県であった。 

また、育成上の課題としては、①架線技術者の減少や高齢化による講師の不足や技術の

継承、②架線集材の作業現場の減少による研修地の確保、研修修了後の技術力維持、③研

修使用機材の老朽化や部品調達等を含めた維持管理、④タワーヤーダやスイングヤーダを含

めた技術の継承といった回答があった。 

アンケートの回収率は 83％で、都道府県へのアンケートの内容は別紙 2 のとおりである。 

 

表 ２.５ 都道府県へのアンケート結果概要 

№ 
都道 

府県 
研修名 

研修時間 
受講資格 

座学 実技 

1 石川県 あすなろ塾 7 7 特になし 

2 山梨県 
林業架線作業主任者 

免許規程に係る講習 
50 50 特になし 

3 岐阜県 
林業架線作業主任者講習 

（森林・林業人材育成加速化事業） 
54 66 認定事業体等 

4 愛知県 林業架線作業主任者免許研修 53 59 林業従事者 

5 三重県 林業技師育成研修 11.5日 7 日 

県内認定事業体 

就業経験 3 年以上 

概ね 40 歳未満 

6 京都府 
林業架線作業主任者 

試験準備講習 
15 

見学 

のみ 
林業従事期間 3 年以上 

7 兵庫県 林業基幹技術者研修 38 32 

認定事業体に雇用され、現に林業

に従事しているとともに、将来地

域林業労働の中核となるにふさわ

しいもので、概ね 45 歳未満の者。 

（平成 24 年度から林業架線のみ

の受講希望者も対象） 
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8 奈良県 林業架線技能者養成研修 50 50 架線作業従事経験者 

9 和歌山県 林業架線作業主任者講習 50 50 

グリーンワーカー育成研修又は

林業架線作業特別講習の受講者

として認められた者 

10 島根県 林業架線作業主任者免許研修 50 50 認定事業主登録事業体の従業員 

11 広島県 
①架線搬出間伐技術向上研修 

②架線主伐技術向上研修 
8 21 

認定事業体、登録事業体の林業就

業経験２年以上の者 

12 徳島県 とくしま森のエキスパート研修 
 

77 日 特になし 

13 愛媛県 
林業技術研修 

（林業架線作業技術コース） 
73.5 105 概ね林業経験１年以上 

14 高知県 架線作業主任者研修 53 50 
2 年以上の林業架線作業の業務

に従事した経験の有する者 

15 福岡県 林業架線作業主任者研修 50 50 18 歳以上 60 歳未満 

16 佐賀県 林業架線集材研修 7 日 7 日   

17 長崎県 
林業架線作業主任者 

免許取得研修 
12 

 
2 年以上の林業就業経験 

18 熊本県 

熊本県林業作業システム研修 

（架線研修①集合研修）   

熊本県林業作業システム研修 

（架線研修②講師派遣研修） 
 

①1 日 

②5 日 

原則として「林業架線作業主任者

免許」を有する者 

19 大分県 林業架線技術習得研修 4 24 

①認定事業体に雇用されている

者で、林業作業に従事している

者。伐木等の業務にかかる特別

教育を受講している者    

②林業作業に従事している者  

（林業架線作業主任者を中心

に募集） 

20 宮崎県 林業架線作業主任者免許講習 50 52 

県内の林業事業体に雇用されて

いる人等であり、林業の実務経験

が 1 年以上あること 

21 鹿児島県 林業架線作業者研修 50 50 
機械集材装置運転業務安全教育

修了者 

 

２.２.３.２ 熟練技能者へのアンケート結果 

全国の熟練技能者を対象に、架線架設等の技能やノウハウ・コツ等についてのアンケー

ト調査を実施した。 

熟練技能者の把握に当たっては、予め都道府県や森林管理局にアンケート調査を実施した。 

都道府県や森林管理局の担当者、当法人と関わりのある林業事業体関係者等から推挙さ

れた熟練技能者は、全国で 215 名であった。 

なお、熟練技能者は、林業架線作業主任者免許を有し、林業架線事業に７年以上従事し、

各事業体等で集材機集材や架線の架設・撤収、ワイヤロープの加工等について指導的立場

にある者とした。 

熟練技能者へのアンケートの回収率は 46％で、内容は別紙 3 のとおりである。 
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20% 

19% 

41% 

11% 

9% １０年以下 

１１～２０年 

２１～４０年 

４１年以上 

無回答 

表 ２.６ 都道府県別の熟練技能者数 

都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 

北海道 0 石川県 3 岡山県 1 

青森県 1 福井県 0 広島県 3 

岩手県 9 山梨県 8 山口県 1 

宮城県 0 長野県 17 徳島県 6 

秋田県 0 岐阜県 6 香川県 2 

山形県 0 静岡県 4 愛媛県 3 

福島県 3 愛知県 12 高知県 7 

茨城県 6 三重県 1 福岡県 5 

栃木県 0 滋賀県 5 佐賀県 2 

群馬県 10 京都府 14 長崎県 0 

埼玉県 0 大阪府 0 熊本県 17 

千葉県 0 兵庫県 16 大分県 2 

東京都 0 奈良県 5 宮崎県 5 

神奈川県 2 和歌山県 19 鹿児島県 2 

新潟県 0 鳥取県 5 沖縄県 1 

富山県 11 島根県 1 計 215 

表 ２.７ 熟練技能者へのアンケート結果概要 

■ Q1 架線作業の経験年数について 

従来型の架線作業の経験年数は、全

体の 6割程度が 20年以上であったが、

2 割程度は 10 年以下の者となった。ま

た、タワーヤーダでの作業の経験が 10

年以上ある者は 1 割程度、自走式搬器

での作業経験が 10 年以上ある者は 4

割程度であった。 

■ Q2 架設できる索張り方式について（複数選択可） 

エンドレスタイラー方式とダブルエ

ンドレス方式を架設できる者が多

く、最近 5 年間で最も多く架設した

方式については、約半数がエンドレ

スタイラー方式、2 割程度がダブルエ

ンドレス方式との回答で、少数であ

るがタワーヤーダや自走式搬器との

回答もあった。 

14% 

27% 

3% 
4% 

20% 

13% 

9% 

1% 

8% 

1% 0% タイラー方式 

エンドレスタイラー方式 

Ｈ型架線方式 

フォーリングブロック方式 

ダブルエンドレス方式 

ランニングスカイライン方式 

ハイリード方式 

ダンハム方式 

モノケーブル方式 

その他 

無回答 
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27% 

30% 13% 

12% 

18% ２本未満 

３～５本 

６～１０本 

１１本以上 

無回答 

15.9% 

13.1% 
12.8% 

12.3% 

10.9% 

6.4% 
6.1% 

6.1% 
6.4% 

4.7% 

4.2% 

1.1% 
0.0% 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%
架線長 

主索と地上の高低差 

集材量 

搬出する立木の大きさ 

横取距離 

索張・撤去の容易性 

上げ荷か下げ荷か 

少人数化 

索張・撤去の容易性 

所有する機械 

支間の高低差 

その他 

無回答 

 

■ Q3 平成 25 年度における索張り総本数 

平成 25年度における索張り総本数

は、6 割程度が 5 本以下であったが、

1 割程度は 11 本以上張っているとの

回答であった。 

■ Q4 職場内又は他社での索張り指導経験について 

職場内及び職場内・他社の両方での

指導経験を有する者が 6 割程であっ

た。また、3 割程度については、指導

経験が無いとの回答であった。 

 

■ Q5 索張り方式を決定する上で重視する事項について（最大 4 項目まで選択可） 

「架線長」との回答が一番多く、次いで、「主索と地上の高低差」、「集材量」、「搬出木の

大きさ」、「横取距離」との回答が多かった。すべての回答に極端な差が無いことから、複数

の現地条件等を把握した上で索張り方式を決定していると考えられる。 

32% 

4% 
32% 

28% 

4% 
職場内であり 

他社であり 

職場内・他社

で両方であり 

経験なし 

無回答 
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34.1% 

20.3% 

5.7% 

2.4% 

29.3% 

8.1% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

振動波法 

垂下量測定法 

傾斜角法 

張力計法 

特に実施していない 

無回答 

55% 

42% 

3% 

経験あり 

経験なし 

無回答 

30.6% 

19.4% 18.3% 

14.5% 

8.6% 
5.9% 

2.7% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

集材距離 

集材量 

出材木の大きさ 

横取距離 

架設・撤収の容易さ 

その他 

無回答 

■ Q6 集材架線設計計算を自身で行った経験について 

集材架線設計計算の経験がある者

が約半数であった。 

計算方法については、手計算という

回答が 6 割以上と最も多く、その他

の者は計算ソフトを用いているとの

回答であった。 

■ Q7 主索の張力検定の実施方法について（複数選択可） 

張力検定の方法については、「振動波法」との回答が多かった。また、3 割程度が特に実

施していないとの回答であるが、熟練技能者以外の者が行っていることなどが考えられる。 

■ Q8 架線集材の生産性に及ぼす大きな因子について（最大 2 項目まで選択可） 

生産性に影響がある因子としては、「集材距離」との回答が一番多い。 

集材距離や横取距離といった、荷掛けから荷外しまでにかかる時間に関わる因子と、出材

木の大きさや集材量といった、一回の搬器走行で出材できる量や伐区当たりの目標とする集

材量に関わる因子であることが考えられる。 
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14% 

10% 

20% 49% 

7% 

県内ならＯＫ 

県外もＯＫ 

会社の了解が得

られればＯＫ 
困難 

無回答 

31.8% 

28.3% 27.9% 

5.6% 6.4% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

アイスプライス 

ショートスプライス 

ロングスプライス 

ベケット加工 

無回答 

■ Q9 指導できるワイヤロープの加工方法について（複数選択可） 

「アイスプライス」、「ショートスプライス」、「ロングスプライス」といった、日常の架線

作業で行っていると思われる、加工方法の指導が可能という回答が多かった。 

■ Q10 最も重点的に教えるべき作業内容について（最大 4 項目まで選択可） 

主索を張り上げたりする作業よりも、支柱や集材機の設置、ガイラインやアンカーの作設

という回答が多かった。また、架線計画という回答も多い。 

■ Q11 現地講師を依頼された場合の諾否について 

「会社の了承が得られればＯＫ」

との回答を含めると、現地講師とし

て協力可能な者と困難な者がそれぞ

れ半数となった。なお、困難と回答

している者は、講師経験の無い者が

多い。 

21.2% 

18.0% 

13.2% 

11.6% 11.0% 

8.9% 

7.3% 

5.4% 

1.6% 1.9% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

元柱・先柱の設置 

集材機の設置 

支柱のガイラインアンカーの作設 

架線計画 

主索の張り上げ 

主索の固定 

立木・スタンプの強度 

台付けロープの付け方 

上記以外の重点事項 

無回答 
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２.２.４ 地域実態調査の実施結果 

地域実態調査では、熟練技能者及び検討委員の同行を求め、熟練技能者から具体的な架

線架設のノウハウ・コツ等について聴き取りを行い、検討委員には、架設状況等について

の指摘や助言をいただいた。 

調査地は、熟練技能者へのアンケート結果等から地形が急峻で架線集材の必要性が高い

地域を考慮して、以下に示す 7 箇所を選定した。 

表 ２.８ 調査地一覧表 

№ 日程 都道府県 事業体 同行者 

1 9/10～12 徳島県 
㈱アイエフ 

フォレストワーク協同組合 
中原 敏博 

2 9/17～19 岐阜県 
石井木材※１ 

㈱カネキ木材 

古川 邦明 

木下 渉 

3 10/1～3 和歌山県 
山長林業㈱ 

前田商行㈱※１ 
井硲  啓次 

4 10/6～7 静岡県 

㈲ヤナザイ 

静岡県森林組合連合会※２ 

フォレストテクニック㈱※２ 

近藤 稔 

5 10/8～10 宮崎県 
中村林業 

㈲前田産業 
川戸 緑 

6 10/27～28 高知県 
㈲川井木材 

香美森林組合 
山﨑 敏彦 

7 10/23～24 長野県 王滝林業㈱※１ (同行者なし) 

※１ 検討委員の同行を伴わない、フォレスト・サーベイのみによる調査を行った事業体 

※２ 聴き取り調査のみを行った事業体 

【地域実態調査実施状況】 

徳島県（フォレストワーク協同組合） 岐阜県（石井木材） 
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岐阜県（㈱カネキ木材） 和歌山県（山長林業㈱） 

和歌山県（前田商行㈱） 静岡県（㈲ヤナザイ） 

宮崎県（㈲前田産業） 高知県（香美森林組合） 

高知県（㈲川井木材） 長野県（王滝林業㈱） 
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２.２.５ アンケート調査や地域実態調査で得られたノウハウ・コツ 

アンケート調査や地域実態調査の結果として、架線作業におけるノウハウ・コツと思わ

れるものとして、以下のような内容のものが得られた。 

 

表 ２.９ 地域実態調査等で得られたノウハウ・コツと思われるものの概要 

【エンドレスタイラー方式】 

■ 架線計画について 

・ 架線配置を計画した後、現地で支柱の位置をＧＰＳで確認し、架線長を判断する（場合

によっては光波測距による場合もある）ことにより、準備する主索の長さが不足するこ

とのないようにしている。 

・ 簡易な縦断面図を作成する場合は、等高線の入った地形図から標高を読み取り、図化す

ることにより、測量の手間が省くことができる。 

■ 各支柱の作設について 

・ 支柱が細くて強度不足の場合は、同径級程度の丸太（長さは、ガイラインを取り付ける

位置より多少長いもの）を 1～3 本添え木し、ワイヤロープで支柱と堅固に緊縛し、斜

支柱やガイラインによって強化することにより、縦軸応力と横軸応力に耐える強度を持

たせることができる。その際、立木と添え木ができるだけ密着するように取り付けるこ

とが重要である。 

・ あて木の取付けは、主索のような大きな張力の掛からない箇所では、不要となった消防

用ホースやゴムクローラを切断して、あて木の代替として利用すると、取扱い易く、効

率的である。 

・ 地形や地質上、主索アンカーを支柱の後方に作設できない場合は、サドルブロック等を

使用して、主索の方向を変え、作業道近くの作業のし易い場所に作設することにより、

架設・撤収も容易となる。 

■ 集材機の固定・アンカーの作設について 

【集材機の固定について】 

・ 集材機のフレーム下部は、アンカーロープを交差させて真後ろのスタンプに、フレーム

上部も真後ろのスタンプにそれぞれ固定すると安定する。 

・ エンドレスドラム後方のアンカーも取ると、集材機の横振れ防止が図られ、より安定し

た固定ができる。 

【アンカー等について】 

・ アンカーに根株や立木を使用する場合は、できる限り根の下にワイヤロープを通して固

定すると、ワイヤロープのズリ上がりや、根株等の転倒を防止できる。 

【人工アンカーの作設について】 

・ 埋め込み人工アンカーの作設は、張力の大小、地形、土質を勘案して作設するが、その

基本は、〔掘削する縦（深さ）、横、幅の土の体積×比重〕≧張力である。その際、埋め

込んだ丸太アンカー部分が、移動しないように、杭で補強したり、丸太部分の所のみ横

の方に掘削を拡幅したり、埋め戻す土に粘着力がない場合は、土壌改良剤を混ぜて埋め

戻す等の工夫を行うと良い。 
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・ アンカーとなるワイヤロープが土砂等で屈曲しないように、ワイヤロープの通るところの

土砂等を掘り取り、ワイヤロープが直線的に張られるように作設することが重要である。 

・ 埋め込みアンカーを作設した場合は、予め、埋め込む丸太にワイヤロープを結び、地上

にアイのついた端末を出しておくと、後の撤去等の際に便利である。 

■ 架設作業について

・ 索張りは、効率性、作業索の損傷、集材機の巻取り張力を小さくする観点から、最低限

の個数のブロックで各ラインを回すことが基本である。 

【リードロープの引き回しについて】 

・ リードロープの引き回しで、架線長 500ｍ程度以上の場合は、ラジコン飛行機等でバイ

ンダー紐を飛ばし、その後、組紐、6 ㎜ワイヤロープ、12 ㎜等のワイヤロープに入れ替

えて引き回すことにより、架設作業の労働軽減が図られる。 

・ 架線長 200ｍ程度までならば、ロープ発射機も有効である（下方に向けての発射ならば

400ｍ程度飛ばすことも可能）。 

【ガイドブロックについて】 

・ ガイドブロックの首つり対策として、内角の小さい箇所では、ガイドブロックの中間を

太さ 3～5 ㎝、長さ 50～60 ㎝の枝 2 本で挟み、枝の両端を針金等で固定しておくこと

により、ブロックとワイヤロープが一体となって動くことから首つり状態を防ぐことが

できる。 

・ ガイドブロックの首つり対策として、長さ 50～60 ㎝×径 3 ㎝程度の小枝をガイドブロック

の尾部から台付けロープに渡し、ガイドブロックの尾部と頭部のシャックル部と台付けロ

ープの 3 箇所を紐や針金で小枝等と固定することにより、首吊りを防ぐことができる。 

・ 向柱のガイドブロックの取り付け位置には決まりはないが、索同士の接触を少なくする

観点から、張力の緩い索のブロックは下側に取り付けるのが望ましい。 

・ 一般的には、エンドレスタイラー方式ならば、上から 1 段目と 2 段目がエンドレス索用、

3 段目が荷上索用、4 段目が引戻索用とすると良い。 

【エンドレス索等について】 

・ エンドレスドラムの後方にガイドブロックを取付け、エンドレス索を引き込むことによ

り、エンドレスドラムの張力を分散させることができるほか、エンドレス索の緊張が緩

い場合でも、エンドレスドラムの空回りを防ぐことができる。 

・ リードロープ等からエンドレス索に入れ替えを行い、エンドレス索を繋ぐ際は、素輪で

繋ぐのでなく、2～2.5ｍ程度の両アイのついたワイヤロープに、それぞれのエンドレス

ライン端末をアイ加工して繋ぎ、搬器にその繋いだ部分をシャックルでそのまま取り付

ければ、撤去時にエンドレス索の両アイを、再度繋ぐ手間を省くことができる。 

・ 架設に際し、最初にエンドレス索を回し、エンドレス索を利用して先柱側にサドルブロ

ック等の重い器具等を上げることにより、人力による重量物の運搬を軽減できる。 

・ 架線長が長くなると、エンドレス索、荷上索、主索が絡みやすくなるため、エンドレス

索と荷上索をそれぞれ主索から先柱、元柱側で 10 メートル前後、横に離すか、同程度

高低差を付けることにより、絡みを減少できる。 

【主索について】 
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・ 主索を張り上げる際は、連結用バイスを利用して、油圧ショベル等である程度まで緊張

したり、主索巻取機である程度まで緊張したりした後、ヒールラインで張力を調整すれ

ば、比較的短時間で張り上げられる。 

【ガイラインについて】 

・ ガイラインの代替に丸太を使用する場合は、支柱に丸太の一方を堅固に緊縛固定し、他

方を強固なスタンプ等に堅固に緊縛することにより、引きの力と押しの力の両方の力に

効果を発揮できる。 

【コントロールラインについて】 

・コントロールラインを設けておくと、エンドレス索が切断した場合に、別のワイヤロープ

を継ぎ足さずに接続できるが、設けていなければ、別のワイヤロープを継ぎ足して接続し

なければならない。 

■ 効率的な架線集材について 

【伐倒について】 

・ 傾斜方向、集材しやすい方向、架線下に近づく方向、荷掛けしやすい方向、土場での材

の処理方向等を考え、明確に指示して伐倒するようにしている。 

・ 葉枯らし材は、斜面上部方向に伐倒すること。3 ヵ月程度乾燥させると荷掛量も多くで

きるし、細いワイヤロープで索張りできることもある。 

・ 中間サポート周辺の立木は、集材の際の材の振れを防ぎ、進路を制御するための誘導木

を事前に選定し、残存させることにより、中間サポートの損傷を防げる。 

【集材について】 

・ 全幹材等へのスリングのかける位置は、土場の広さやプロセッサ等の造材機械の稼働す

る位置によって、元口側か末口側かに変わるので、安全性と効率性を良く考え、スリン

グのかける位置を統一して進めることが大事である。また、スリングを掛ける際、元口

の高さがなるべく同じ高さになるようにしている。 

・ 架線長が長くなると搬送時間が長くなるので、1 回当たりの荷掛け量は、常に最大荷重

に近い量の荷掛けを行うことが、重要である。 

・ 最大荷重の目安として、ア）最初に最大荷重となる材を見せておき、そのイメージを持

たせる。イ）胸高直径 30 ㎝、樹高 20ｍの立木が 3 本で 2 ㎥、重量は比重を見て 1.8ｔ

であり、全木の場合は 1.3 倍程度と認識させる。ウ）末口径 30 ㎝、4ｍ材 3 本で 1.08

㎥なので、それを約 1ｔと意識させる、等がある。 

・ 横取りする場合は、搬器は横取り箇所より少し手前で止め、ロージングブロックを斜め

後方に引き込むとスムーズに行うことができる。 

・ 運転手と荷掛手の緊密な連携が図られることが、安全面も含めて大事である。 

【土場について】 

・ オートチョーカ（リモコン式）を使用することにより、荷外しのたびに集材機やプロセ

ッサ等から降りる必要がなくなり、作業が効率的にできる。 

■ 撤収作業について 

・ 主索緊張後にヒールブロックを取り除いている場合は、撤収に際し、主索を緩めるため

に、改めてヒールブロックを組んでヒールラインを回さなければならないが、荷上索の
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撤去の際、全てを抜き取らずに、端末を元柱近辺に留めておき、ヒールラインとして活

用することにより、ヒールラインを回す手間が省ける。 

・ 主索の撤去は、主索の緊張を取り除き、エンドレス索で主索を固定した後、搬器等を取

り外し、先柱の固定を解き、連結用バイスを主索に取付けて油圧ショベルやトラック等

で引いたり、主索巻き取り機で撤去したりすると効率的である。 

・ 先柱側のブロックやガイライン等の重い器具等は、最小限のものを残してエンドレス索

を活用して下げることにより、人力による重量物の運搬を軽減できる。 

■ メンテナンスについて 

・ 集材機は 1 年に 1 回オーバーホールして、破損や摩耗した部分等を修理しておくことに

より、使用開始後の日常点検において、フィルターの清掃、ギアオイル・ラジエーター

液の補充、エンジンオイルの交換、グリスアップ等の基本的なことを実施することによ

り、故障することはほとんど無くなる。 

■ 安全作業について 

・ 伐木手、荷掛手、荷はずし手、運転手には、自らの業務中も常に架線装置に異常（巻取

ラインが重くなる、ブロックのシーブの音が大きくなる、ブロックが首つり状態になる、

エンドレス索・荷上索・主索の絡み等）がないか五感を働かせるよう指導している。作

業索等のワイヤロープは、絡まった状態のまま高速でドラムを巻くと簡単に切断するこ

とがある。 

・ 作業者は、目先のことだけにとらわれることなく、いろいろな危険を想定し、その対応

策も考えて作業するよう指導している。例えば、荷掛手であれば、荷上索や引戻索がど

こかに引っかかり、それが外れたらどうなるか、荷掛けした材が伐根に引っかかった場

合どう回転する恐れがあるか等、常に危険因子を想定して退避するよう指導している。 

・ 集材作業中、搬器が中間サポートに近づいたならば、搬器を一旦停止するか速度を落と

し、慎重に中間サポートを通過させるよう指導している。 

・ 安全上気づいた点があれば、職責、実力を問わず、遠慮なく口に出せる体制が必要である。 

■ その他 

・ 労働強度の軽減と作業の効率化の観点から、極力、元柱にバックホウ等の油圧ショベル

が近づけるように努めている。そのことが労働安全面からも効果的である。 

・ 主索巻き取り機を使用する場合は、往々にしてワイヤロープの同じ箇所を使用する傾向

にあり、同一部分のみが痛むので、ワイヤロープの両端を入れ替えて保管する等の工夫

が必要である（スペアの巻き取り機を準備すると楽に解消できる。）。 

・ ロージングブロックと重錘の代わりに、短コロ（丸太の径 40 ㎝、長さ 2ｍ程度）にガ

イドブロック 2 個を取り付けて使用することにより、ロージングブロックのワイヤロー

プのよじれを防ぐことができる。 

・ グラップルで丸太をトラックに積載する際、ベースマシンとトラックの荷台高を同じに

すると、上から目線で作業しやすく、効率的な積み込みができる。 

・ 自分達が実施した架線作業の索張り方法、架線方向、元柱・先柱の位置、集材機設

置場所、岩石のある場所、問題点等についての情報を記録することにより、次回の

集材作業の参考にすることができる。 
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【タワーヤーダ】 

■ 伐採作業について

・ 主索の高さが確保できないと思われる場合は、事前に中間サポート用の立木を選定し、

残しておくこと。 

■ 架設・撤収作業について

・ タワーヤーダの設置場所の選定は、安全面から先ず上げ荷集材を検討し、それが困難な

場合に下げ荷集材とする。また、平坦地でタワーのガイライン用スタンプの確保できる

ことがポイントである。 

・ 架線高を確保できない場合は、事前に中間サポートに使用する木を残しておくこと。 

■ 集材作業について

・ ウッドライナーで、下げ荷集材かつ急傾斜地の場合は、ウッドライナーの巻き上げ速度

より、材の滑り落ちる速度が速いため、その反動で主索への負荷が大きくなるほか、荷

上索が揺れてこすれるので、一気に巻き上げるのでなく、材の動きを見、搬器の移動と

調整を図りながら行う必要がある。 

・ 荷上索に繊維ロープを使用すると、軽くて取り扱いやすく、高温・低温での温度変化も

なく、また、ワイヤロープのように油で汚れることもないことから荷掛手の労働軽減等

が図られる（耐用性については検査中）。 

・ ウッドライナーを使用する際は、オートチョーカーを使用すると、荷外しも無線ででき

るため、より効率的な作業が可能となる。 

・ 主索を高く張り上げられる場合であっても、主索の高さは、集材木の高さに抑える方が

良い。必要以上に高く張り上げると、材を巻き上げる時間を多く要し、非効率となる。 

・ 計器で荷重の張力が分かるので、荷掛手に知らせて、適正な感覚を覚えさせるようにし

ている。 

・ リモコンは、スペアを 1 個用意し、常に充電しておくことにより、電池切れや不具合に

より作業に支障が生じないようにしている。 

・ 間伐での横取りでは、残存木への損傷を防ぐため、元口にスリングを掛けられるように、

架線側に元口が向くように伐採している。  

・ 土場が狭く、かつ土場の斜面下方が急傾斜の場合は、全幹集材木を荷外しすると滑り落

ちるため、索道下の路肩部分に鋼鉄製の滑落防止器具を設置することにより、材の滑落

を防止している。 
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 試行的運用検討会の実施 ２.３

２.３.１ 概要 

試行的運用検討会は、フォレスト・サーベイが作成した「育成プログラム（案）」及び「技

術マニュアル（案）」について、その構成や内容、現地指導の方法、問題点等について、熟

練技能者から意見やアドバイスをいただき、より良いものとすること、熟練技能者に育成

研修における講師としての役割を担ってもらうことを目的として開催した。 

また、座学や現地研修の内容、指導方法等についての助言を受けるため、検討委員にも

参加いただいた。 

 

２.３.２ 会場の選定 

会場の選定は、熟練技能者の所在状況を鑑み、架線集材が盛んで、降雪のおそれの低い

該当都道府県と連絡調整し、長野県、高知県、和歌山県、宮崎県の 4 か所を選定した。 

また、実施会場の中で、架線作業の現地見学箇所は、エンドレスタイラー方式とタワー

ヤーダを用いた索張り方式の事業実施箇所を対象としたが、時期的なこと、地理的なこと

もあり、予定どおり見学できたのは高知県のみであった。 

 

２.３.３ 参加者の選定 

参加者の募集に当たっては、実施会場県及び隣接県の熟練技能者に文書案内するととも

に、電話等により参加を募った。 

 

２.３.４ 日程 

試行的運用検討会は、下記のような日程で実施した。 

 

表 ２.１０ 試行的運用検討会の日程 

日 程 時 間 研 修 項 目 

1 日目 13:00～13:05 ○主催者挨拶 

13:05～13:30 ○オリエンテーション 

・ 参加者の紹介 

・ 本事業、試行的運用検討会の趣旨 

・ スケジュール、実施内容 

・ 支払手続き等 

13:30～15:00 ○育成プログラム（案）の説明、意見交換 

・ 育成プログラムの構成、時間割、研修内容等 

・ 研修講師の分担（講師か、事務局か） 

15:00～17:00 ○事務局から以下の説明、意見交換 
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・ ワイヤロープ加工実習の進め方 

・ 支柱の作設等実習の進め方 

・ 技術マニュアル第 4 章の説明及び作業計画等作成の進め方 

・ 架線現地見学の進め方 

・ 作業日報について 

・ その他 

2 日目 9:00～ 9:50 ○集合したのち、架線集材現場へ移動

9:50～10:10 ・ 事業体側からの概要説明 

10:10～12:00 ・ 事務局から実技研修（架線現地見学、架線計画、支柱の作設

等）の具体的な進め方について説明、検討、意見を伺う 

12:00～13:00 ○昼食、休憩

13:00～14:30 ・ 事務局から実技研修（架線現地見学、架線計画、支柱の作設

等）の具体的な進め方について説明、検討、意見を伺う 

・ ノウハウ・コツ（架線架設作業全般）について意見を伺う 

・ その他 

14:30～17:00 ・ 現場作業写真の問題点についての意見交換 

・ ノウハウ・コツ（架線架設作業全般）について意見交換 

3 日目 9:00～10:30 ○事務局から技術マニュアルの構成等を説明、総論的に意見を伺う

10:30～11:30 ○第 1 日～2 日目の総括（全体的な意見交換）

11:30～12:00 ○アンケート記入、閉会、解散

２.３.５ 実施結果 

試行的運用検討会は、平成 26 年 12 月 9 日～平成 27 年 2 月 5 日の期間に全国 4 箇所で

実施し、54 名（熟練技能者は 33 名）が参加した。本検討会では、技術マニュアル、育成

プログラムについて、修正点、追加項目、現地実習の準備・進め方、架線作業におけるノ

ウハウ・コツ等について意見やアドバイスをいただいた。 

実施状況は、以下のとおりである。 

表 ２.１１ 試行的運用検討会の参加者 

【長野会場（王滝村）】 

№ 区 分 県 名 氏 名 所 属 先 

1 熟練技能者 長野県 平澤 照雄 平澤林産有限会社 

2 熟練技能者 長野県 高橋 三也 有限会社つけち創工社 

3 熟練技能者 長野県 古野 照明 株式会社みどり産業木曽営業所 

4 熟練技能者 長野県 皆戸 育夫 王滝林業有限会社 

5 熟練技能者 岐阜県 小倉 英樹 恵南森林組合 

6 熟練技能者 静岡県 青木 敏幸 有限会社ヤナザイ 

7 熟練技能者 静岡県 高橋 雅弘 静岡県森林組合連合会 
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8 熟練技能者 富山県 中川 一郎 中川工業株式会社 

9 熟練技能者 滋賀県 射庭喜八郎 射庭林業有限会社 

10 検討会委員  木下 渉 信州大学 

11 オブザーバー  北沢 伸之 木曽森林管理署 

12 オブザーバー  依田 直紀 木曽森林管理署 

 

【高知会場（香美市）】 

№ 区 分 県 名 氏 名 所 属 先 

1 熟練技能者 愛媛県 松本 茂雄 松本林業 

2 熟練技能者 愛媛県 三瀬 逸雄 株式会社エフシー 

3 熟練技能者 愛媛県 坂上 悦雄 宇摩森林組合 

4 熟練技能者 高知県 川井 博貴 有限会社川井木材 

5 熟練技能者 高知県 式地 幸市 有限会社式地林業 

6 熟練技能者 高知県 森本 正延 香美森林組合 

7 熟練技能者 長野県 海端 均 北信木材センター協同組合 

8 熟練技能者 高知県 野村 将 株式会社土佐れいほく 

9 検討会委員  後藤 純一 （国）高知大学 

10 検討会委員  上村 巧 （独）森林総合研究所 

11 検討会委員  中原 敏博 株式会社アイエフ 

12 検討会委員  山﨑 敏彦 高知県立森林技術センター 

13 オブザーバー  伊藤 崇之 （独）森林総合研究所 

14 オブザーバー  田中 真喜 北信木材センター協同組合 

 

【宮崎会場（日向市）】 

№ 区 分 県 名 氏 名 所 属 先 

1 熟練技能者 福岡県 横尾 新二 新誠木材 

2 熟練技能者 佐賀県 坂口 学 太良町森林組合 

3 熟練技能者 佐賀県 川名 光一郎 株式会社西部林業 

4 熟練技能者 熊本県 平野 隆三 第一索道商事株式会社 

5 熟練技能者 熊本県 佐々木 英實 第一索道商事株式会社 

6 熟練技能者 宮崎県 中村 明歳 中村林業 

7 熟練技能者 宮崎県 黒木 盛二 有限会社黒木緑化 

8 熟練技能者 鹿児島県 南 祥三郎 南木材有限会社 

9 熟練技能者 鹿児島県 橋元 繁美 鹿児島県林業担い手育成基金 

10 検討会委員  川戸 緑 耳川広域森林組合 

11 検討会委員  広部 伸二 前独立行政法人森林総合研究所 

12 オブザーバー  甲斐 良一 宮崎県森林経営課 
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13 オブザーバー 田崎 亮 宮崎県森林経営課 

14 オブザーバー 田上 敏彦 宮崎県森林技術センター管理研修課 

【和歌山会場（田辺市）】 

№ 区 分 県 名 氏 名 所 属 先 

1 熟練技能者 滋賀県 中山 定明 有限会社坂東林業 

2 熟練技能者 京都府 福島 圭志 株式会社あしだ 

3 熟練技能者 京都府 中島 耕平 若林林業株式会社 

4 熟練技能者 兵庫県 松田 俊也 愛林興業株式会社 

5 熟練技能者 三重県 前田 章博 前田商行株式会社 

6 熟練技能者 和歌山県 石井 康紀 

7 熟練技能者 福島県 平子 作麿 有限会社平子商店 

8 検討会委員 近藤 稔 名古屋大学 

9 検討会委員 井硲  啓次 株式会社井硲林産 

10 県関係 田上 耕司 和歌山県林業振興課 

11 県関係 倉岡 光博 和歌山県林業振興課 

12 県関係 濱田 徹 和歌山県林業振興課 

13 県関係 河野 孝史 和歌山県林業振興課 

14 県関係 國武 晃軌 和歌山県林業試験場 

表 ２.１２ 試行的運用検討会で得られた意見概要 

■ 技術マニュアルについて

【共通事項について】 

・ マニュアル全体について、記述の間違っている箇所（図を含む）の修正を行い、公的な

テストデータのない製品については、推奨するような記述はしない方が良い。 

・ 絵を描いて掲載する場合、例えば、クリップの数量等は、基本的な数が取り付けられて

いるように描くべきである。 

【記述内容の追加等について】 

・ 「林業架線作業主任者免許」と「機械集材装置の運転業務にかかる特別教育」や「簡易

架線集材装置等の運転業務にかかる特別教育」の関係について、表などで分かり易く整

理すべきである。 

・ 労働安全衛生規則の改正では、労働基準監督署から通知が出ているので、通知も掲載す

るべきである。 

・ 労働基準監督署への書類提出の条件を分かり易く整理するべきである。 

・ 文章説明より、できるだけ写真や図表や数字を用いて、理解しやすいように工夫するべ

きである。 

・ ワイヤロープの選択に当たっては、マトリックス図のようにして、種類ごとの利点や欠
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点等を整理すると分かり易い。その際、タワーヤーダ用の主索についても追加するべき

である。 

・ 安全作業を行う上でアンカーは非常に大事であるが、余り記載されていない。根株の強

度も入れるべきである。また、アンカーの張力計算方法も加えると良い。主索アンカー

は、主索の張力にかかる力の 2 倍以上あれば良いとされているので、これらのことも書

き加えるべきである。 

・ 人工アンカーは、引っ張られる方向によって許容張力が大きく変わる。上側に引っ張ら

れると許容張力は低くなることを書き加えるべきである。 

・ ガイラインや台付けロープについて講義する場合に、○○ｍｍのワイヤロープなら何ｔ

まで耐えられるか、簡単に説明できるものを入れるべきである。 

・ 張力検定法について４つの方法が書かれているが、垂下量測定法など林業であまりやら

れていない方法は、書かなくても良いのでないか。 

・ 生産性の評価手法で、間伐調査や安全教育は、主・副作業のどちらに入るのか。 

■ 育成プログラムについて

● 現地実習について

【共通事項について】 

・ 受講生は、林業架線作業主任者の免許を有していても、ワイヤロープ加工をできない者

もいるなど、技術レベルが分からないことから、班編制を行うにも事前に受講生の技量

を把握しておくことがよいと思われる。 

・ 現地は、全て条件が違うので、事前に事務局と講師で踏査し、現地に応じたシナリオを

考えてやることが必要と考えられる。 

・ 講師は、受講生の技量をみて、臨機応変に対応すべきである。 

【ワイヤロープ加工実習について】 

・ スプライスは、現場でも実用的であるアイスプライスと、セミロングスプライスを実施

するのが良い。 

・ アイスプライスは個人ごと、セミロングスプライスはグループごとに実施すると良い。 

・ スパイキは、丸棒型と溝付き型の 2 種類を準備した方が良い。また、研修時には普段使

用している、使い慣れたものを持参するようにしてもいいのでないか。 

・ フレミッシュ加工では、ストランドを 3 本-3 本又は 2 本-4 本に分けて丸差しで、3 回差

して半差し 2 回か、4 回差して半差し 1 回のいずれかの方法で行うのが良いのでないか。 

・ 差し方を教えるのであれば、使用するワイヤロープは 10mm で、6×24 程度のものが柔

らかくて作業し易い。 

・ ビニールテープ、カムラー、パーツクリーナー、紙ウエス等の器材準備もされた方が良

いのでないか。 

【架線計画実習について】 

・ 伐採予定地など伐採されていない場所で行うには、支柱の位置等が分からないことから

ＧＰＳを用意した方が良い。そのほか、コンパスやレーザー距離計等の器材も準備した

方が良いのでないか。 

・ 作業システム計画表や作業日報については、目的やメリット、記載方法を明確にすると
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ともに、もっとシンプルにすべきである。 

・ 図上設計は、先ず個人ごとに作成させ、その後、班としての考えをまとめ、それに基づ

いて現地確認をするようにさせるのが良い。現地確認後の架線計画は、何故そのような

選定をしたか、理由を述べて発表させることが大事であり、そこから意見交換も活発化

すると思われる。 

【支柱作設実習について】 

・ 受講生の技術レベルによるが、高所作業は厳しいのでないか。安全作業や、正しい手法

を理解していただくという観点からすれば、脚立を使用した作設でも良いのでないか。 

・ 架線計画で選定した支柱等での実習でなく、別な支柱を想定して行う場合は、シナリオ

として、主索の方向、張力、作業索の方向、上げ荷か下げ荷か、主索の延長、最大積載

荷重、サドルブロック取り付け高さ等が考えられる。 

・ 荷上げ滑車、ガイライン、サドルブロック、ガイドブロック、あて木等の正しい取り付

け方法や固定方法について、座学でしっかり説明した上で、実習では、安全で、正しい

基本的なやり方をしっかりと教え、学んでいただければ、必ずしも高所でなくても目的

は果たされると思う。また、ガイライン作設のように、低い場所での実習で、支柱との

なす角度（45 度～60 度）のとれない場合は、改めて、現地で口頭説明されると良いの

でないか。 

・ ガイラインの方向は、折れ尺などで平行四辺形を作って説明すると、力の掛かる方向を

教えやすい。 

・ クリップの締め加減を知る観点から、トルクレンチも受講生に経験させる方が良い。 

【現場見学について、ノウハウ・コツについて】 

・ 架線現場の見学結果の発表は、受講生の人数にもよるが、個人ごとに発表させた方が、

いろいろな考えが聞けて良いのでないか。 

・ 現場見学によるノウハウ・コツは、地域実態調査や熟練技能者アンケートによるノウハ

ウ・コツに収録済 

● 座学について 

・ 長々と話すのでなく、写真や図や絵を用いて、ポイントを押さえて分かりやすく説明す

ること 

・ 現場写真を使用しての討議では、見てほしいポイントが分かるような工夫や、細かくて

分かりにくい箇所は、拡大する等の工夫をされると良い。 

● その他について 

・ 研修参加者に旅費も宿泊費も出ないのでは、本人か会社が全額負担しなければならず厳

しい。 
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【試行的運用検討会実施状況（長野会場）】 

主催者挨拶 技術マニュアル等の説明 

生産性把握のための説明 現場責任者からの現地説明 

事務局からのノウハウ・コツの質問 熟練技能者による架設現場の見学 

機械集材標識関係もチェック アンケートの実施 




