
1 

架線集材(タワーヤーダ)向け支索の開発 

東京製綱㈱鋼索鋼線事業部 市場技術部  

   須藤友明   

発表の流れ 

1．開発背景 

2．タワーヤーダの仕様 

3．ロープの損傷状態調査 

4．純正品(海外製ロープ)と弊社品の 

      特性比較 

5．まとめ 

1/21 

2/21 

林業機械化の背景 

・日本は世界有数の森林国 (国土の66%は森林) 

・森林のうち40%は、戦後を中心に造成された人工林。 

 現在、樹齢50年を超える林の割合が増え、資源の利用期。 

・実際は、国内林業は長期停滞。木材価格が低下し、採算性低下。 

 再生のため、生産性向上が必要。 

年度 

図 国内の木材価格の推移 

(出典：平成25年度林業白書) 3/21 
図 森林整備のサイクル例 

(引用元：平成25年度林業白書) 

森林整備のサイクル 

・生産性向上には、伐採した木材を効率よく集材することが重要。 
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ロープ開発の背景 

・林業の生産性向上のため、政府が補助金を投入し、林業用機械の 

 導入が進んでいる。 

・現在タワーヤーダと呼ばれる架線系の集材システムが注目され、 

 海外製の機械が導入されている。 

・海外製の特殊ロープが純正品だが、入手性に難あり。 

  →ユーザーより国産ロープ供給の要望があり、開発に着手した。 

図 林業用機械を用いた集材システム 

(a)スイングヤーダ 

    (集材距離：～70m) 

(b)タワーヤーダ 

      (集材距離：～500m) 

(c)H型架線 

        (集材距離：～1000m) 

4/21 

ロープ開発の背景 

図 林業用機械を用いた集材システム 

(b)タワーヤーダ 

      (集材距離：～500m) 

5/21 

・林業の生産性向上のため、政府が補助金を投入し、林業用機械の 

 導入が進んでいる。 

・現在タワーヤーダと呼ばれる架線系の集材システムが注目され、 

 海外製の機械が導入されている。 

・海外製の特殊ロープが純正品だが、入手性に難あり。 

  →ユーザーより国産ロープ供給の要望があり、開発に着手した。 

6/21 

タワーヤーダの仕様 

7/21 

タワーヤーダの仕様(1/2) 

・タワーヤーダには３種類のロープを使用。 

・リモコン操作により支索上を搬器が自走し、集材する。 

・シーブに支索を巻きつけるため、支索は搬器用の特殊構成 

ガイロープ 

支索 

集材用搬器 

巻上索 

ドラム 
図 タワーヤーダの模式図 

(引用元：林野庁ホームページ) 
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8/21 

タワーヤーダの仕様(2/2) 

・タワーヤーダには３種類のロープを使用。 

・リモコン操作により支索上を搬器が自走し、集材する。 

・シーブに支索を巻きつけるため、支索は搬器用の特殊構成。 

図 タワーヤーダの外観 

支索 

ガイロープ 

9/21 

搬器向け純正ロープ 

・支索の純正品は海外製の被覆IWRC異形線ロープ 

ロープ構成 ｼﾞｭｼﾋﾌｸIWRC (7×P・7) 
  8×P・WS(26)  

より記号  G/O 

ロープ径  20 ～ 22 mm 

規格破断力  365 kN (20mm) 
 451 kN (22mm) 

10/21 

装置の導入状況 

図 タワーヤーダと海外製搬器の導入地域 

・架線集材の盛んな地域で導入が進んでいる。 

ロープの損傷状態調査 

11/21 

・使用後の支索を回収し、調査を実施。 

 ↓ 

・支索に求められる特性を整理。 
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12/21 

回収品の調査 (1/4) 

・広い範囲でうねりが見られ、局所的に断線が見られた。 

図 支索のローピング(ロープ条長：800m) 

図 回収品の展開調査 

支柱側端末 
ドラム側端末 

切断部 
(511m) 

支柱側端末 

13/21 

・広い範囲でうねりが見られ、局所的に断線が見られた。 

図 回収品の展開調査 

切断部 
(511m) 

支柱側端末 

図 曲り部のロープ外観 

(b) 267 ～ 269m (a) 20 ～ 21m 

回収品の調査 (2/4) 

14/21 

・広い範囲でうねりが見られ、局所的に断線が見られた。 

図 回収品の展開調査 

切断部 
(511m) 

支柱側端末 

図 断線部近傍のロープ外観 

(a) 334m (b) 400m 

回収品の調査 (3/4) 

15/21 図 回収品のロープ径 

・広い範囲でうねりが見られ、局所的に断線が見られた。 

・断線部近傍では素線の摩耗が進行し、ロープ径が減少していた。 

回収品の調査 (4/4) 

切断部 
(511m) 

支柱側端末 
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開発要求 

要求事項 解決策 評価方法 

シーブ上でロープが滑らないこと 
(曲げ易さが純正品と同等) 

8ストランド構成を採用 可とう度 

耐摩耗性に優れること 側ストランド構成はP・WS(26)を採用 ― 

純正品と同等の破断力：365kN 
( IWRC 6×P・WS(36) T種：335kN  

2150 N/mm2級の素線の採用 
異形線ストランド・異形線IWRC採用 

破断力 

純正品と同等以上の寿命を 
有すること 

ｼﾞｭｼﾋﾌｸIWRCの採用 疲労試験 

錆発生対策 めっき線の採用 ― 

検討の結果 ｼﾞｭｼﾋﾌｸIWRC(7×P・7)8×P・WS(26) G/O を試作 

タワーヤーダ用支索の要求特性をまとめた。 

17/21 

回収品と弊社品の特性比較 

・回収品の端末近傍よりサンプル採取し、弊社品と特性を比較した。 

・要求を満たす破断力・可とう度を有するロープが作製できた。 

区分 純正品 弊社品 
判定基準 

ロープ状態 回収品 新品 

ロープ構成 ｼﾞｭｼﾋﾌｸIWRC(7×P・7) 8×P・WS(26)  G/O 20mm 

ロープ断面 ― 

ロープ径 (mm) 20.77 21.10 ― 

ロープピッチ
(mm) 

131 127 ― 

ロープ破断力(kN) 369 375 365 以上 

可とう度 380 460 同等以上であること 

試作結果 

19/21 

疲労試験条件 

・回収品の端末部近傍からサンプル採取し、疲労試験を実施した。 

・試験条件は搬器における曲げを想定し、決定した。 

表 疲労試験条件 

図 疲労試験機の概略 

曲げ方 U曲げ 

試験張力  122 kN  
(安全率 = 3 ) 

D/d  20 

試験終了 
条件 

10%(21本)断線/1ピッチ 

まで 
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疲労試験結果 

・回収品の端末部近傍からサンプル採取し、疲労試験を実施した。 

・弊社品の寿命は回収品よりも長かった。 

図 疲労試験結果 

10%断線 

ストランド破断 ストランド破断 

曲げ方 U曲げ 

試験張力  122 kN  
(安全率 = 3 ) 

D/d  20 

試験終了 
条件 

10%(21本)断線/1ピッチ 

まで 

表 疲労試験条件 

まとめ 

(1)タワーヤーダ用ロープの試作を行った結果、 

  純正品と同程度の破断力を有するロープが作製できた。 

 

(2)疲労試験の結果、弊社品は回収品よりも長寿命であり 

  実機においても純正品と同等以上の寿命を示すことが 

  期待される。 

  

(3)現在、実機試験向けのロープ(22mm)を製作中であり、 

  ユーザーと実施時期について調整中である。 

21/21 

ご清聴ありがとうございました 


