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別紙8 作業日報及び作業日報集計表 
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別紙9 支柱作設用器材・器具チェックリスト 
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別紙10 現地見学用チェックリスト 
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別紙11 架線現場写真一覧表 

【架線現場写真】 
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【架線現場写真の説明】 

№ 写真状況 コメント（対応策等） 

  表紙  

1 【集材機の据付】 

（集材機と向柱のセンター出し） 

架設作業中にもかかわらず、センター出

しがまずく、ガイドブロックでエンドレ

スラインを調整している 

集材機と向柱が正対するように集材機を

固定すること 

2 【集材機の固定】 

（集材機の固定方法） 

集材機後部とスタンプを 1 本のワイヤロ

ープで数回巻いて固定しているため、1 箇

所切断等すると集材機が飛ばされるおそ

れがある。 

左右別々のアンカーにすべきか、1 個のア

ンカー（強固）でも集材機の左右別々の

アンカーロープにすること、また、いず

れの場合も、集材機の方にシャックルを

用いると良い 

3 【エンドレスドラム】 

（エンドレス索のドラムへの巻き数） 

ドラムに 8 回巻いてある（勾配はあまり

ない所） 

急勾配の下げ荷集材であれば 5、6 回巻く

こともあるが、ドラムもワイヤロープも

痛むことから一般的には 4～5 回で良い 

4 【集材機の小屋掛け】 

（参考事例） 

取り外し可能な簡易な小屋を設営 

風よけ程度の簡易なキャビンも取り付け

てあり、取り外し、取付けも容易である 

5 【サドルブロックの取付（1）】 

（サドルブロックの取付け方法） 

ワイヤロープを巻き付けてサドルブロッ

クを固定しており、サドルブロックが下

がり気味であるとともにガイラインとも

接触している 

サドルブロックは、主索と同程度の破断

強度をもった台付けロープを使用し、ガ

イラインをもっと高く取付け、ワイヤロ

ープとの接触を避けること 

6 【サドルブロックの取付（2）】 

（サドルブロックの取付け方法） 

主索径に対し、台付けロープ径が細い。

また、台付けロープが短く、シャックル

部分が擦れている 

主索と同程度の破断強度をもった台付け

ロープを使用すること、根元であるので

腹 1 回巻は出来なくても良いが、台付け

ロープが短ければ、シャックルを用いる

などの工夫をすること 

7 【サドルブロック替わりに補強木利用】 

（参考事例） 

サドルブロック替わりに、丸太を元柱に

斜めに取り付け、その間に主索を通した

が、丸太を緊縛したワイヤロープと主索

が接触している 

このような手法はあまりとられていない

が、ワイヤロープ同士が接触しないよう

にすること 

8 【ガイドブロックの取付（1）】 

（取付方法） 

あて木をするとともに、腹 1 回巻きとす

ること。また、必要に応じてガイドブロ
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台付けロープがあて木なしで取付けられ

ている、また、腹 1 回巻きができていな

い。なお、引戻索のように緊張していな

いラインなら首吊りが起きる 

ックの首吊り対策を講じること 

9 【ガイドブロックの取付（2）】 

（取付方法） 

台付けロープを使用し、あて木も付け、

腹 1 回巻で良い事例である 

 

10 【ガイドブロックの取付（3）】 

（取付方法） 

あて木を使用しないでガイドブロックを

取付けているので、伐採する木でも損傷

するし、残存木なら枯れてしまう。 

また、内角が鋭角になっていることから、

ガイラインがなければ倒れるおそれがあ

る。 

あて木をして取付けること。また、内角

が大きくなるように計画する必要があ

る。なお、張力が大きくなる場合は、ガ

イラインを張る必要がある。 

11 【ガイドブロックの取付（4）】 

（取付方法） 

両アイの作り方は3:3に分けて1回差しで

あり、差し数が少なく、抜けるおそれが

ある 

簡易的な作業の時に使用することがある

が、本格架線に使用する場合は、フレミ

ッシュ加工後、3～4 回編み込み、さらに

半差しを 2～1 回行うこと 

12 【ガイドブロックの首吊り対策（1）】 

（参考事例） 

ガイドブロックと作業索を、写真のよう

に 2 本の材等で挟み、両端を針金や紐で

縛ることにより、首吊りを防げる 

 

13 【ガイドブロックの首吊り対策（2）】 

（参考事例） 

ガイドブロックの先端から台付けロープ

までの長さの棒を写真のように渡し、紐

等で 3 箇所縛ることにより、首吊りを防

げる 

 

14 【ガイラインの取付（1）】 

（取付方法） 

ずり上がり防止のため切り込みしている

が、ガイラインの取り付け方が不良であ

る。 

伐採する木であれば切り込みは良いが基

本的には腹 2 回巻きを行うこと。また、

クリップは所定数を取り付けるととも

に、第一クリップは立木径の 1.5 倍とする

こと 

15 【ガイラインの取付（2）】 

（取付方法） 

一方のアイにワイヤロープを差し込んで

アイの部分にシャックルを使用するとと

もに、適切なクリップ止めを行うこと 
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クリップ止めしていること。また、アイ

の部分で鋭角に曲がっており、クリップ

の間隔も広すぎる。ただし、あて木は良

く取付けられている 

16 【ガイラインの取付（3）】 

（取付方法） 

あて木の代用として消防用ホースを使用

しており、簡易で使用しやすい。なお、

ガイラインの止め方は不適正である。 

ガイラインは、腹 2 回巻きし、シャック

ルを使用するとともに、クリップで止め

ること 

17 【ガイラインの取付（4）】 

（参考事例） 

ベルトスリング（繊維で作られた台付け

ロープ）を使用している 

軽量で取扱い易く、油で汚れることもな

い 

18 【ゴムチューブを活用したあて木】 

（参考事例） 

軽量で扱いやすく、作設も容易である 

 

19 【根株の張り根を通してガイラインを固定】 

（参考事例） 

根株の張り根を通すとアンカーとして丈

夫である。第一クリップが近すぎること

と、クリップ数が不足している 

張り根を 2 本以上通せば腹巻はしなくて

も良い。ただし、根の下が見えないこと

と、長期間の使用ではワイヤロープに腐

食のおそれが出てくる。また、ワイヤロ

ープ径に応じたクリップ数と、アンカー

の径の 1.5 倍のところに第一クリップを

とりつけること 

20 【ガイラインの緊張（捻り）】 

（緊張方法） 

ガイライン緊張のために、棒で捻りを入

れて緊張しているため、ワイヤロープの

強度が落ちること。また、取り外しの際、

反発等があり危険である 

張線器等を使用して、所定のクリップや

ターンバックルと巻き付けグリップによ

り固定すること、ワイヤロープ径に応じ

たクリップ数と、アンカーの径の 1.5 倍の

ところに第一クリップをとりつけること 

21 【ガイラインシャックルの使用】 

（シャックルとワイヤロープの角度） 

シャックルの向きはピンの差し込み口が

上側に来れば、ワイヤロープのアイの部

分は、ピン側、Ｕ側のどちらでも良い。

また、シャックル部分でワイヤロープが

屈曲している箇所も見られる 

シャックル部分でワイヤロープが屈曲し

ないように取り付けること 

22 【主索の元柱側での固定（1）】 

（主索とヒールラインの関係） 

ヒールラインで張り上げ、主索を固定し

ているが、クリップ数が 7 個で不足して

正しいクリップの取り付け方をすること

と、ヒールブロックを取り付ける際に、

主索と接触しないような位置に取り付け

ること 
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いる。また、第一クリップがアンカーか

ら近すぎるのと、クリップ間隔が近すぎ

るだけでなく、ヒールラインが、主索と

交差している。 

23 【主索の元柱側での固定（2）】 

（主索の固定状況） 

主索をヒールラインで固定しているが、

ヒールブロックから最後に出たライン

が、主索の延長戦から大きくずれている

（3 度以内が望ましい） 

ヒールラインが、主索の延長線から大き

くずれないように固定する。 

安全を考慮すると、主索をアンカーに腹 2

回巻きし、クリップできちんと固定する

べきである 

24 【主索クランプの締付】 

（ボルトの有無、締付状況） 

主索クランプのボルトが 1 本取り付けら

れていない。また、写真では不明である

が、クランプの前後で締付けが不均等で

ある 

整備されたクランプを用いるとともに、

締付けもトルクレンチを用いて均等に行

うこと 

25 【主索クランプの元柱側の状況】 

（ロープの表面の状況（こすれ）） 

写真 24 の主索クランプの先柱側方向に、

写真では不鮮明であるが、主索が少し滑

った状況が見られる。（主索の固定はせ

ず、ヒールラインのみを固定） 

（ロープの表面の状況（こすれ）） 

主索クランプは整備されたものを使用

し、トルクレンチで均等に締め付けを行

うとともに、安全を考慮し、できれば緊

張後は主索を固定すること。 

また、ヒールラインのみで固定する際は、

主索が滑ったことが判別できるように、

マーキングしておくこと 

26 【巻き付け式ヒールラインの固定】 

（参考事例） 

ワイヤロープを巻き付けグリップのよう

に巻き付けてクリップで固定 

 

27 【主索の先柱側アンカーへの固定】 

（クリップの数と間隔等） 

クリップ数が 5 個と不足していること、

アンカーに腹巻き 2 回のところ、1 回しか

巻かれていない 

アンカーに腹巻き 2 回を行い、主索 6×7

撚りで、径が 18mm 以上 30mm 未満であ

ればクリップ数は 8 個取付け、所定のト

ルクで均等に締め付けること 

28 【主索の先柱側の固定】 

（アンカーの前のスタンプに巻付けてから

アンカーに固定） 

主索をアンカーに固定する際に、アンカ

ー前方のスタンプに 2 回巻き付けてから

行っている。このような場合、巻き付け

たスタンプに、張力のほとんどがかかる

直接アンカーに固定すること。また、ア

ンカーが弱ければアンカーラインを用い

て補強すること 
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ため、スタンプがワイヤロープでちぎら

れるおそれがある 

29 【主索の尾根部の横断（1）】 

（主索が地面に接触し埋没） 

適当なアンカーがないため、尾根を横断

した主索が地面に食い込み埋没してお

り、埋没により主索の緊張が緩み、また、

長期間なら腐食するおそれがある 

尾根部に丸太を置き、その上を主索が横

断するようにすること 

30 【主索の尾根部の横断（2）】 

（主索を横丸太に固定） 

尾根部に適当なアンカーがないため、尾

根を横断して下り斜面にアンカーを作設

する際、尾根部分に丸太を置き、主索を

通過させるとともに、ワイヤロープで固

定した。主索が横取り作業等により移動

するため、主索とワイヤロープが擦れ、

主索が損傷するおそれがある 

丸太を乗せているスタンプを補強してサ

ドルブロックを取付けたり、横丸太にサ

ドルブロックを取り付けたりするなどの

工夫が必要 

31 【添え木による先柱の補強】 

（参考事例） 

添え木は、柱部分と地上部分の 2 箇所と

も、ワイヤロープで、柱とスタンプにそ

れぞれ堅固に固定されており、前方角側、

後方角側の両方の応力に効果がある 

 

32 【先柱での梯子の設置】 

（参考事例） 

安全な好事例といえる 

 

33 【ロージングブロック（タンコロ）】 

（参考事例） 

引戻索でロージングブロックを引き込む

とワイヤロープがねじれることが多く、

それを防ぐためにロージングブロックの

代わりに木材（タンコロ）を利用してい

る。 

なお、ロージングフック替わりに、俗に

いう「鰹節」が使用されているが、これ

は、好ましくない事例である 

「鰹節」で固定しているスリングロープ

のアイ部分が切れるおそれがある。また、

ロージングフックを用いること。 

34 【ロージングブロック重錘】 

（参考事例） 

一般的な事例 

 

35 【重錘に着色】  
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（参考事例） 

架線長の長い所では、重錘に目立つ色を

塗ってロージングブロックの位置を確認

しやすく工夫している 

36 【搬器の軽量化】 

（参考事例） 

一般的には鉄製のものが取り付けてある

部分（2 段目の緑色の滑車部分）について、

エンドレスタイラーでは両方に引っ張ら

れるのみであることから、鉄製部分を 2

ｍ程度の台付けロープに替えることによ

って軽量化を図っている 

 

37 【サイドアーム付き搬器】 

（参考事例） 

エンドレス索の絡まりや接触を軽減させ

るための搬器である 

 

38 【吊り荷の状況】 

（1 本のスリングでの吊り荷数） 

1 本のスリングで 6～7 本の丸太を吊って

おり、丸太が抜け落ちるおそれがある 

1 本のスリングで吊ってよいこととされ

ているのは、3 本までであり、3 本以下の

荷掛けとすること 

39 【面取りされた伐根】 

（参考事例） 

架線高が低い場所での横取り集材では、

集材木が伐根に引っ掛かったり、接触し

たりして損傷することが多いことから、

それらの軽減を図るためである 
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別紙12 高度架線技能者育成研修アンケート 
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