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1：特徴
株式会社

新宮商行が日本輸入総代理店として取り扱い販売する PONSSE

H6 ハーベスタヘッドは

フィンランド国 PONSSE 社が 2 年前から発売を開始した最新鋭のハーベスタヘッドです。
PONSSE

H6 は日本国内の林業業界で主流の 13 トンクラスベースマシンにマッチしたヘッドです。

PONSSE 社は林業機械の先進国フィンランドで 42 年前に創業し現在では世界各国に出荷しており
世界トップクラスの販売実績を誇ります。また PONSSE 社は世界各国から受け入れる充実したオペレータ、
サービスマン研修制度を有しています。
ポンセハーベスタヘッド H6 の主な特徴は
・ 間伐から皆伐までの伐採作業に最適な優れた多目的ハーベスタヘッド
・ 国内で主流の 13 トンベースマシンに取り付けて間伐作業に適したヘッド重量
・ 余裕の送材力、鋸断力で高効率な作業が可能
・ ローラ全開幅 60 センチなので材を容易に掴むことが可能
・ 優れた重心バランスとチルトアーム可動角が大きいためヘッドとベースマシンにかかる負担が少なく
特に送材時に材木がヘッドから落ちにくい
・ 構造がシンプルでメンテナンスが容易

ほとんどの圧力と機能設定はキャビン内からコントローラで

調整設定できるのでヘッドは簡単に最高の性能を発揮できるよう設定できます。
・ 高い測尺精度、自己学習機能搭載で測尺制度は日々向上します。
・ 高性能油圧バルブを採用、架装ベースマシンの特性に応じた圧力設定を自動で自己設定します。
・ 材を 3 点で正確に保持する 3 輪駆動送材構造で、確実強力な送材を実現します。
・ 油圧ソーチェーンテンショナー装備で、常に最適な張り具合にソーチェーンを自動調整します。
・ ソーチェーン交換は、画面表示された手順で工具不要で簡単に交換可能
など多くの特徴があります。
2：仕様、性能
主要緒元(メーカカタログより)
伐倒･玉切り機構
バー長さ

750mm

最大伐倒径

640mm

鋸断方式

油圧式チェンソー

チェーン張り調整

油圧式（自動）

送材機構
送材方式

3 輪駆動式

送材力

25kN

送材速度

0〜5m/s

枝払い機構
ナイフ開き幅

650mm

固定刃

2

可動刃

4

架装ベースマシンは 13 トンクラス以上を推奨しています。ヘッド重量 1050kg と原木材の吊り上げ時の
安定性、及び必要油圧力 280kg/cm2、流量 200ℓ/min 以上から設定しています。

3：ポンセハーベスタヘッド H6 の構造説明
ポンセハーベスタヘッド H6 はヘッド本体を汎用パワーショベル先端に取り付け、それの油圧源を利用し
て作動させます。ハーベスタヘッドの操作はベースマシンキャビン内にある操作グリップで行いヘッド各
種調整もほとんどがキャビン内から行えます。コントローラは 4 基のモジュールで構成されておりハーベ
スタヘッド内にヘッド制御用のヘッドモジュールが 1 基、ベースマシンキャビン内にディスプレイモジュ
ールを含めて 3 基あります。キャビンとヘッド間のコントローラ通信はシリアル通信方式で行うため電源
線も含めて 6 本という極めて少ない本数の電線で多彩で高度な制御操作が可能となっています。

枝払いナイフ機構
測尺機構

固定刃、前部ナイフ、後部ナイフ

送材機構
可動駆動ローラ 2 輪
固定駆動ローラ 1 輪

チェンソー機構
・ローテータ（旋回装置）
ハーベスタヘッドを旋回させるローテータは世界的トップシェアメーカのインデックスエーターAV14
を使用しています。またローテータ旋回はヘッド内油圧ブロックからも制御可能で旋回用のアーム配管
は不要です。
・送材機構
ポンセ H6 の送材機構は 520cc の油圧モータ 2 台、315cc の油圧モータ 2 台の合計 4 台の油圧モータ
が鉄輪 3 輪を駆動させる構造となっております。材木を左右から抱える可動ローラは 2 本、フレーム下部
に設置された固定ローラ１台の計 3 本の送材ローラが材木を 3 点で抱え材木の曲がりなどに追従しやすく
モータ送材力を材に効率よく伝えて強力な送材を可能にしています。また材木を左右から抱える送材ロー
ラ機構はリンクで連結されており常に材木を左右から均等に抱える構造となっています。

・枝払い機構
枝払い用刃は固定刃 2 枚、可動刃 4 枚の合計 6 枚となっています。
材径の大小にかかわらず枝払いの死角を極力なくしたきれいな枝払いを実現します。
操作グリップスイッチで一度に全てのナイフを開閉させたりそれぞれのナイフも単独に開閉できます。
操作スイッチのシフト 1 ボタンと併用するとグラップルのようにナイフ開閉度合を任意に操作すること
が可能です。各枝払いナイフの個別開閉、開閉度自在操作が可能なため地面に置かれた材木も容易に掴
むことができプロセッサとしての作業も容易に行うことが可能です。
・材径材長計測機構
ポンセハーベスタヘッド H6 の材径計測機構は
送材ローラの開きに応じて材の直径を計算し
表示しています。センサーは回転式センサーを
使用しています。
また材長計測機構は材を送材することで
計測スプロケットを材の上を転がし、内部に
組込まれたセンサーで検出、計算します。
正逆の判別もできます。
測尺装置のスプロケットはスパイク磨耗、破損時も計測装置を分解することなく容易に交換可能です。
また一定時間送材しても材長計測数字がカウントされない場合、スリップしていると判断して自動で
送材動作を停止します。
・チェンソー機構
回転駆動は油圧モータを使用しておりソーバーの上下は油圧シリンダーを使用しています。
操作グリップのチェンソー下げボタンを押すとチェンソーバーは材径センサーで計測した材の直径に応じ
て必要な分だけ下がり地面やほかの材を切ったりしません。根張りのある材を鋸断する場合はヘッド全閉
ボタンと併用することで任意に必要な分だけバーを下げることも可能です。
チェンソーバーの上下動作範囲は 2 本の近接センサーで検出しています。
またソーチェーン交換も操作グリップのシフト１とチェンソーボタンを押すとソーチェーン交換モードに
切り替わりソーチェーンが緩んだ状態でソーバーが下がり工具不要で簡単に交換が行えます。
油圧チェーンテンショナーを装備して
いるのでソーチェーンの張りも自動で
行われます。
また万が一自動ソーチェーン装置が
故障した場合でもボルト一本で手動張
りが可能で造材作業が止まることは
ありません。
ソーチェーン潤滑も自動で行われ
オイル吐出量もキャビンから降りるこ
となくコントローラから簡単に調整で
きます。

4：PONSSE ハーベスタヘッドＨ６コントローラ OPTI2 特長
・ 明るく見易いフルカラー液晶画面で操作容易なコントローラは画面表示を全面的に日本語化
・ 操作グリップ手元で簡単に呼び出せる採材設定メモリー数は３０
・ 豊富なオプション操作モードが簡単に選択設定可能(プロセッサモード等)
・ 樹種毎の伐採本数や材積などのデータを簡単操作で USB メモリーにコピー可能
・ 送材ローラと枝払い刃のシリンダー圧力は材径に応じて自動調整、変更も容易
・ 電気回路のトラブルも OPTI2 の診断機能で原因箇所の発見可能
・ 最良時の設定状態を保存できるのでトラブル時も最良状態に容易に復元可能
上記の特徴でオペレータ、サービスマンともにコントローラの状態が明瞭に把握可能となります。
オペレータにとって特に重要な情報（材径、材長）表示が見易く、またコントローラ設定項目が
日本語表示のため作業現場、樹種、季節に応じてハーベスタ設定を容易に変更可能です。
＊オペレータ設定可能画面（一例）

・ハーベスタ通常操作画面
送材した材長、材径が大きい文字で表示

・材木を握る力の調整設定画面

・採材長設定登録画面。
日本語表示で各設定数字目的が一目瞭然。

・送材した材長の表示調整画面

処理する樹種、現場、季節に応じてより

簡単な操作でより正確な送材長表示設定が

よい製品を生産するためにきめ細かい

日本語表示により可能。

設定が容易に設定可能。
コントローラの設定はダイヤルマウスで行います。ダイヤルで項目選択、文字数字入力、
緑ボタンで決定、赤ボタンでキャンセル操作をします。
また OPTI2 では伐採した本数、各長さ別採材本数、材積も自動的に集計されます。

サービスマン用設定画面（例）

・ハーベスタ動作を制御する切替画面。

・コントローラ間自己診断機能

日本語表示により各設定状態が一目で

ハーベスタコントローラ間の自己診断画面。

把握可能。

トラブル発生時も原因が発見しやすい。

・操作方法
ポンセハーベスタヘッド H6 はキャビン内の左右の操作グリップの操作スイッチで操作します。
スイッチは全てレバーから手を離さずに押せるよう配置されています。
また左操作グリップにあるシフトスイッチ１，２ボタンを併用することで左右操作グリップ操作スイッチ
の機能を拡張して使用することも可能です。

右操作グリップ

１：材長リセット

６：逆送材

２：チルト

７：初期プレセレクション

３：ローテータ/バケット選択

８：バッドエンド

４：トップソー

A：ヘッド全閉

５：正送材

B：ヘッド全開

左操作グリップ

１：ナイフ開閉切替

６：フロントナイフ閉

２：ローラー開

７：リアナイフ開

３：前後ナイフ開閉

８：リアナイフ閉

４：チェンソー

A：シフト 1

５：フロントナイフ開

B：シフト 2

右操作グリップ手元で簡単に呼出せる採材設定材長メモリー数は 10 種類（最大 30 種類）です。
採材する長さの変更もこのダイレクト送材ボタンの操作だけですぐに変更可能です。
例
1 番ボタンに 250 センチ、2 番ボタンに 420 センチを登録している場合。
・ 1 番ボタンを押して 250 センチ送材したが材が直なので採材を 420 センチにしたい場合引き続き
2 番ボタンを押すと 420 センチまで材を送材します。
・2 番ボタンを押して 420 センチ送材したが材が曲がっているので 250 センチに採材したい場合
引き続き 1 番ボタンを押すと 250 センチまで材を戻し送材します。
・コントローラ設定バックアップ/リカバリー機能

最良の設定状態を保存可能なのでコントローラトラ
ブル時も最良状態に復元可能です。
記録する設定データはディスプレイモジュール本体
と外部 USB メモリーいずれにも保存可能です。

・測尺精度の自己学習機能搭載
自動送材の際に設定材長で停止するパラメータをコントローラがフィードバックしデータを蓄積して
いきます。その結果目標材長で停止する精度が向上します。
・緊急非常停止操作
ベースマシンキャビンのセフティーレバーを上げるとベースマシン非常停止制御と連動して OPTI2
コントローラーも非常停止状態となります。この状態ではハーベスタヘッドの全ての動作がロックされた
状態となります。ロック解除はセフティーレバーを戻してシフト 1 とトップソーボタンを押します。
5：作業方法
H6 では主にハーベスタヘッドとしての伐倒作業、プロセッサとしての枝払い玉切り作業を行うことが
可能です。いずれも周囲の安全を確認した上で操作します。
・ 伐倒作業：立木を掴み→ベースマシンアームで木を持ち上げ気味にしながらチェンソーを出して伐倒
します
・ 枝払い作業：ヘッドで全木を掴み送材ボタンを押して枝払いをする。適宜ベースマシン旋回も併用する
とスムーズに枝払いを行うことができます。
・ 玉切り作業：ヘッドを全開にして材を掴みます→シフト 1 と材長リセットボタンを押して 1 本の材を
処理することを認識させます→右操作グリップのダイレクト採材ボタンを適宜押し採材
送材します→チェンソーボタンを押して玉切りします

