
　１　　はじめに 　２　　用途や種類、その歴史

　　「今さら聞けない資機材の使い方」シリーズの第８２回 　　そもそもチェンソーとはどういったものなのか・・・・

　「チェンソー」について執筆させていただくことになりま 　チェンソーとは、多数の小さな刃（ソーチェン）で構成さ

　した、埼玉県の入間東部地区事務組合東消防署、神田順一 　れたチェーンを、ガイドバーに取り付けたものを動力（エ

　と申します。 　ンジンやモーター）により回転させ、鋸と同様に対象物（

　　私は、平成１６年４月に採用され、現在特別救助隊（係） 　木材等）を切ることができる動力工具の一種です。チェン

　の一員として日々の業務を行っています。入職してからの 　ソー【チェーンソー】の語源はイギリスからきているとの

　約１６年、私は様々な火災現場や救助現場を経験してきま 　説があり、日本語では鎖鋸“くさりのこ”という呼び名で

　した。 　あります。

　　今回取り上げさせていただいた「チェンソー」は、倒木 　　使用用途としては、主に林業や木材製造業の職業で多く

　や倒壊建物での救助活動等で使用する資機材として、消防 　用いられますが、その他の用途としてアート活動（チェン

　署だけでなく、近年消防団車両にも配備されています。こ 　ソ－カービング(彫刻)）や工事や災害救助のため（消防署

　の資機材は消防独特の資機材とは違い、ホームセンター等 　でも取り入れている）コンクリ－ト・アスファルト・石材

　で販売されている物もあり、使用用途や使用方法の違いは 　などの切断を行うものも存在します。

　あるものの、使用するにあたって危険要因や危険要素は大

　きく変わらないものです。チェンソーだけでなく、我々消 種類別（大分類） 写真参照番号

　防職員が現場活動で使用する多くの資機材は、人を助ける ①　バッテリー（充電式）チェンソー 写真１

　事・自らを守る事・仲間を守る事を目的として配備されて ②　エンジンチェンソー　<一般・農林向け> 写真２

　いますが、使い方を間違えると、簡単に自らの身体を傷つ ③　エンジンチェンソー　<造園・土木向け>　 写真３　

　けたり仲間を傷つけたり、最悪守るべき“命”を奪ってし ④　エンジンチェンソー　<山林向け> 写真４

　まう危険が多く存在します。私は多くの資機材の中から切 ⑤　トップハンドル 写真５

　断用器具の中で、最も危険だと感じている資機材を題材と ⑥　カービングチェンソー 写真６

　して選択させていただきました。 ⑦　レスキューソー 写真７

　　今回は、入間東部地区事務組合東消防署で保有している ⑧　電動チェンソー 写真８

　「 STIHL社製　MS４６０-Ｒ」のチェンソーをモデルとし、 ⑨　ロゴソール移動式製材機 写真９

　資機材の取扱い方法から構造、切断時においての注意点や ⑩　高枝カッター 写真１０

　危険要因・危険要因、誤った使用方法などを各項目ごとに ⑪　バッテリー高枝カッター 写真１１

　整理していきたいと思います。

　　

神田 順一
（埼玉県 入間東部地区事務組合 東消防署 第一特別救助係）

２サイクルエンジンについての解説図（動力）

ソーチェンとガイドバー取り付け写真



　

　1900年 最初の伐採機

　最初の伐採機が、手動による林業労働の時代

を終わらせました。伐採機は、見た目は奇妙で

扱いが複雑でしたが、その後何世代も続く製品

開発の歴史における第一歩となりました。そし

て今日も、森林作業をより快適で効率的にする

ための技術開発が続いています。

　アンドレアス・シュティールの発明と彼の会

社は、技術開発の分野で重要な役割を果たしま

した。

1926年 玉切り用電動チェンソー

　出力２．２ｋＷ、質量４８ｋｇのスチール初

のチェンソーは２人用で、材木工場で使用され

ました。

1929年 スチール初のガソリンチェンソー

　１９２９年、アンドレアス・シュティールは、

スチール初のガソリンチェンソー（二人用、６

馬力、質量４６ｋｇ）を開発しました。

1932年 チェンソーの特許を取得

　ドイツ・シュトュットガルト近郊のバッドカ

ンシュタットにあったアンドレス・スチール社

は、３リンク・ソーチェンの特許を取得しまし

た。

1950年 一人用ガソリンチェンソー　ＢＬ

　質量１６ｋｇの世界初一人用ガソリンチェン

ソー誕生。手動で向きを調整できるスイーベル

キャブレターは、玉切だけではなく伐採にも使

用することを可能にしました。

※用途や種類欄で使用している写真は、インターネット上より
STIHL社製のものを引用し、説明に使用しています。

歴史

写真 １ 写真 ２

写真 ３ 写真 ４

写真 ５ 写真 ６

写真 ７ 写真 ８

写真 ９ 写真 １０

写真 １１



　

1959年 ガソリンチェンソー　Ｃｏｎｔｒａ

　６馬力、質量１２ｋｇのＳＴＩＨＬ　Ｃｏｎ

ｔｒａは、全世界の林業労働に革命をもたらし

ました。

　シリンダー径

　ピストン　ストローク

　エンジン出力

　アイドリング回転数

　最高回転数（許容）

　　※バー、チェン付き

1966年 チェンソー　０４０

創立４０周年記念の年に、スチールは３．７馬

力、質量６．８ｋｇの一人用チェンソー０４０

でセンセーションを巻き起こしました。パワー

ウェイトレシオ２．０ｋｇ／ＨＰ以下を初めて

達成したチェンソーです。

2006年 レスキューソー　ＭＳ　４６０－Ｒ

　レスキューソーＭＳ４６０－Ｒは、消防、救

援、災害救助などの緊急サービスの要望から開

発されました。 　チェンピッチ

　チェンソーの歴史について、色々な諸説等が

ある中でＳＴＩＨＬ社様の歴史を今回引用させ

ていただいております。理由としては、私ども

の消防本部で購入し、実際に現場活動で使用さ

せていただいているメーカーであり、今回の掲

載において「ＳＴＩＨＬ　MS４６０-Ｒ」をモ

デルとして書かせていただくため、ＳＴＩＨＬ

社様へのご協力とご理解のもと掲載許可をいた

だいております。また、歴史に関する資料につ

いては、あくまでチェンソー自体の変化に関係

する事項のみ抜粋させていただいておりますの

で、ここに記載させていただきます。

　なお、今回の掲載において引用させていただ

いたものについては、営利目的ではなく、資機

材の歴史を知ることで知識を深めるための資料

として使用させていただいております。

　リムスプロケット ７枚歯

　スパースプロケット ７枚歯

音響出力レベル

資料引用について

引用元

　　　　（株）スチール公式ＨＰ　www.stihl.co.jp

　３　諸元【STIHL　MS４６０-R】

エンジン

　　スチール単気筒２サイクルエンジン

　排気量

ＮＧＫ　ＢＰＭＲ７Ａ

　電極ギャップ

７６．５ｃ㎥

５２ｍｍ

３６．６ｍｍ

４．４ｋＷ

２，５００ｒｐｍ

１３，５００ｒｐｍ

イグニッションシステム

　　エレクトロニックマグネト　イグニッション

　スパークプラグ

０．５ｍｍ

燃料システム　※混合ガソリン　５０：１

　　燃料ポンプ付き全方向ダイヤフラム式キャブレター

　燃料タンク容量 ０．８ℓ

チェンオイル

　　全自動回転数制御ピストン式オイルポンプ。手動オイ

　　ル吐出量調整機能付き

　オイルタンク容量 ０．３２５ℓ

重量

　全体（燃料等込み） 約９ｋｇ

ガイドバー

　長さ（３／８”） ６３ｃｍ

　溝幅　 １．６ｍｍ

３／８”チェン　<ラピッドデュロＲ（ＲＤＲ）>

９．３２ｍｍ（３／８”）

　ドライブリンクゲージ １．６ｍｍ（３／８”）

チェンスプロケット（３／８”）

　作動時 １１６ｄＢ

チェンソー写真



　

　⑦　アイドリングを行った後、ハンドガ

　　「ＳＴＩＨＬ　MS４６０-Ｒ」をモデルとして取扱い方 　　－ドを前ハンドル側に動かしチェンブ

　法等を記載していきたいと思います。前項に掲げた他の種 　　レーキを解除、チェンを回転させる。

　類のチェンソーは始動方法等、若干相違があります。チェ 　　※チェンオイルの吐出が十分か確認を

　ンの張り、燃料の確認等は省き、下に掲げる服装・装備は 　　忘れないように気を付ける

　最低限のものとして紹介させていただきます。 　◎チェンオイルが出ていないとどうなる？

　・チェンオイルは潤滑効果を生み出す大

　切な役割をしているものです。吐出量が

　少ない、または出ていないとチェンソー

　の切断能力が落ち、有効に資機材が使え

　なくなります（焼けたような切り口）

　⑧　点検または切断が終了したら、ハン

　　ドガードを前方に押してチェンブレー

　　キをかけ、マスターコントロールレバ

　　－を停止位置に合わせ停止させる。

　　以上がチェンソーの始動と停止の方法となります。チェ

　ンソーは始動時からとても多くの危険を備えています。始

　動する場所が安定していない場所（傾斜や悪路）において

　は⑥の作業を別の方法で行うことも可能です。

　①　デコンプボタンを押す。 右写真参照

　　※エンジンが点火されると自動的にデ

　　コンプが閉じる

　◎エンジンチェンソーの始動方法はメーカーやボタン等の

　構造の違いはありますが、“エンジン始動姿勢”は大きく

　②　ハンドガードを前方に押し、チェン 　この２つの姿勢をとることでほぼ統一が図られています。

　　のロックを確認する。 　　①地面にチェンソーを置き、スターターグリップを引く

　　②膝でチェンソーを挟んで固定し、スターターグリップ

　　この２つの始動方法は各講習会や教本、各チェンソー製

　③　トリガーインターロックとスロット 　造メーカー取扱説明書等にも現在記載されているものであ　

　　ルトリガーを握りながらそのまま保持 　ります。安全にエンジンを始動し、チェンソーを使う準備　　

　　し、暖機または冷機スタートに合わせ 　を整えるうえで、チェンソーを扱う私たち消防官はこの２

　　マスターコントロールレバーをセット 　つの方法を守らなければいけません。しかし、長くチェン

　　する。 ・停止位置 　ソーを扱っている人や見様見真似でチェンソーを扱ってい

・運転位置 　る人の中には次に掲げる方法を行っている人はいないでし

・暖機スタート位置 　ょうか・・・

・冷機スタート位置 　　★チェンソーを立ち姿勢で下に落として、その反動を使

　④　チェンソーを地面に置き、安定した 　　いスターターグリップを引く　通称“落としがけ”

　　状態で右足でハンドルを踏み押さえる。 　　この方法は、以前（いつ頃からは不明）は足場の安定し

　ない場所での始動や、チェンソーの自重を使いエンジンを

　始動、または刃が身体とは反対に向くため身体を傷つけな

　い始動として上級テクニックの１つで理にかなっていると

　⑤　スターターグリップを右手でゆっく 　されていました。しかし、いくら理にかなっていても、上

　　り引き、かみ合うところでいったん止 　手く出来ず、大腿部を切断、挫傷する事故が多く発生した

　　め、勢いよくロープを引き爆発させる。 　ことから、現在は“絶対にやらないしてはいけない”とま

　　※引きすぎるとロープを切ってしまう 　で言われるようになっています。そういった考えが世間で

　　ことがあるため、引ききらない 　言われている中、私たちが守っていなければ市民の方々に

　⑥　デコンプボタンを押し、暖機位置に 　示しがつきません。以前は良いとされていたことも、今現

　　セットし⑤の操作を行い、エンジンが 　在認められていないことですので、自身や仲間の怪我を防

　　始動したら直ちにスロットルトリガー 　ぐためにも、チェンソーのエンジン始動は上記①および②

　　を引きエンジンをアイドリング状態に 　を守るべきだと私は考えます。

　　する。（トリガーは右手で握る）

　　※スロットルトリガーを引くとマスタ

　　－コントロールレバーが始動位置に戻

　　りアイドリング回転になるため

※下肢の切断防止用保護衣

　４　　取扱い方法　始動・停止

服装・装備

保安帽・ゴーグル・耳栓

襟（しっかり立てる）

救助服・活動服（長袖）

ケブラー手袋・防振手袋

チェンソー用チャップス

編上げ靴（鉄板入り）

“落とし掛け”は危険な掛け方です

“落とし掛け”は上級テクニックではない

　　を引く



　

　　落とし掛けをした時に起こる危険状況を表した写真

　　次に、我々消防が交通事故現場や台風等の強風時におい

　て、チェンソーでの切断を要請される可能性が高い状態で

　の切断方法について記載していこうと思います。交通事故

　での衝撃や、台風等での強風により木が根元付近から折れ

　てしまい、折れた木が車や住宅にかかっている状態が考え

　られます。私自身も出動要請がかかり、そういった現場へ

　出動し活動してきました。色々な考えがあるとは思います

　が、今回は安全に行う一つの方法として記載していきます。

　危険　①　自重を上手く使うことが出来ず、スターターグ 　　転倒木はもたれかかって曲がっており、大きい張力がか

　　　　　リップを引きすぎたりチェンソーを落としすぎた　　　　　かっていることが多いものです。切断時には、どの方向に

　　　　　りしてしまい、チェンソーの刃が上から大腿部を 　曲がるかの予測が大切です。

　　　　　傷つける。

　　　　②　スターターグリップが引いている途中で引っ掛　

　　　　　かり、チェンソー自体が回転し大腿部を傷つける。

　　　主に上記２点の受傷事故が多いようです。チェンソー　　　　

　　の刃はとても鋭く、たとえエンジンがかかっていなくて

　　も、チェンソーを落とした反動により事故を起こしてし

　　まいます。また、チェンソーのガイドバーやチェン部分

　　には、オイル等色々な不衛生なものが付着していること

　　から受傷事故での挫傷だけでなく感染症等への危険を発

　　生しかねません。チェンソーでの落とし掛けは危険要因

　　がとても多くなります。もしかしたら「チャップス履け

　　けば大丈夫」と言う人がいるかもしれませんが、そうい

　　う問題ではありません。エンジンチェンソーにおいての

　　危険な始動方法ですので、行わないようにしてください。

　　チェンソーを扱う作業で代表的な作業として伐倒があり ※　木が、上に曲がっている時：上から落ちてくる危険有り

　ます。ここでは、地面から生えている木（立木）の切断時

　における基本的な方法を紹介したいと思います。林業等で

　行う伐倒は破損していない（折れていない）状態の伐倒を

　行うことが多いと思いますが、私たち消防が出動する現場

　の多くは、車等の交通事故の衝撃や台風等の災害時におい

　て折れている木を排除することだと思います。根本から完

　全に折れて倒れているものではこの方法は必要ないかもし

　れませんが、知識の一つとして知っておくことにより応用

　を利かせられると考えています。

　

　 　

　　上記に記載した図は、あくまで基本的な伐倒方法の考え

　を集約した図となります。消防が出動する現場においてな

　かなかこういったキレイに立っている状態の木を除去する

　ことは無いかもしれませんが、参考になればと思い記載し

　ました。

　５　　切断方法（立木）

　６　切断方法（転倒木）※特に太い木について

受け口

伐倒方向
追い口

伐根直
支点

切り残し（つる）

切り残し

の幅

３０～４５°

深さは伐根直

径の１/４以上

受け口の高さの２/３程度

水平に切り込む

車・家
②

下から切り込みを入れ

ていき、切断します。

☆ 張力は下にかかっている

①
上から受け口を作る

①上から受け口を作っていく ②受け口を切り落とす

③切り込みを下から入れる ④切断時、上からの落下に注意する



　

※　木が、下に曲がっている時：上に跳ね上がる危険有り 　　細い木が道路上で転倒している時、早くその道路を通行

　可能にしたい気持ちから枝を落とさず、支点と支点のほぼ

　中央の位置を切断しようとする。この時、支点２箇所に対

　してかかっている力が切断により一気に抜け、バランスを

　崩した先端側の部分にある枝が予期せぬ動きを見せてしま

　うことが考えられる。仮に、迅速に現場から排除しなけれ

　ばいけない状況ならば転倒している木をよく観察し、支点

　となっている場所を随時確認し、バランスの抜け方を考え

　ながら伐木していかなければいけない。急ぐがあまり、二

　次災害の予知を怠ってしまうことは我々はしてはいけない

　と思います。迅速が求められる私たち消防官だからこそ、

　しっかりと全体のバランスを取りながら枝を排除していき、

　作業を進めることが迅速な活動に繋がると思います。

　　次に、太い木（ガイドバーより縦幅があるもの）につい

　て記載していきます。木の切断部分の直径がガイドバーの

　縦幅を超えてしまう位あるものでは、切断自体に時間を要

　してしまったり、太いがゆえに途中で刃が止まってしまっ

　たり、切り抜いた瞬間に荷重が抜け、切断した木が自らの

　身体（特に足部）に落ちてきてしまったりと危険がより多

　くなります。細い木の部分でも述べましたが、全体のバラ

　ンスをしっかりと確認していきながら作業を進めていく以

　　立ち木やかかり木の切断を行う上で、切り方も大事です 　外にも様々な準備や対処法が必要となります。

　が、それよりも大切なことは“切断後の木の動きの予測”

　と“切断する前の処置”、“個人だけでなく、周囲の活動

　隊員の退避場所の確保”になると考えられます。立ち木で

　は予測がつきやすいものも、折れてしまったり抜けてしま

　ったりしていて、木の自重以外の力が働いてしまっている

　状態（張力が発生）のものほど危険が多くなります。そう

　いった木に対しての転倒防止措置（クレーンやロープなど

　での一次固定など）や活動および退避スペースの確保をし

　っかりと行うことが大事なポイントとなります。

　　次に紹介するのは、直線上に切り進む場合についての切

　り方について記載していこうと思います。

　　木の切断を行う時、太さが細い木もあれば太い木（チェ

　ンソーのガイドバーの縦幅より大きいもの）と様々なもの

　があります。細い木は比較的切りやすく、作業が進みやす

　いイメージがあると思います。しかし、切りやすいがゆえ

　に二次災害が起こりやすいものでもあります。例えばこの

　ような状況が考えられます。

　7　切断時のチェンソーの使い方

“細い木だからといって安易に考えない”

“全体のバランスを随時判断しながら作業する”

“枝の切断は出来るだけ行う”

車・ガードレール

など

☆ 張力は上にかかっている

①
下から受け口を作る

②
上から切り込みを入れ

ていき、切断します。

①下から受け口を作り、切り込みを

上から入れる
②切り落とす瞬間、下にしなる

③しなった後、上に跳ね上がる作用

が生まれる

④その後、下もしくは★方向に落下する

支点

切断箇所および方向 細い木

しなっている方向

しなっている方向
支点

切断箇所および方向

太い木

ガイドバー 刃先

① 太い木はまず直径の１/3程度

水平に切り込みを入れる

② 角ばっている場所を削り

中心を軸に切り込んでいく③ 反対側の同じ場所を削り

中心を軸に切り込んでいく

ガイドバー 刃先

④ 中心に発生した頂点

から下に向かい切り込

んでいく

★



　

　　ある程度太い木（直径があるもの）でも、チェンソーの

　刃が切れることを前提に考えれば、このような考えのもと 　　チェンソーを扱う上で、様々な危険要素がありますが、

　直線の切断が可能となります。しかし、一直線上に切り込 　切断時に最も注意しなければならないこと・・それは“キ

　みを入れすぎてしまったり、木が作り出している張力によ 　ックバック現象”です。通常チェンソーはガイドバーの溝

　るものであったり、刃が有効な切れ味を失ってしまったり、 　に取り付けたチェンを動力により回転させ、チェンに組み

　チェンオイル噴出不良や燃料切れなど、様々な不測事態か 　込まれている刃で削りながら切断を行っていきます。ガイ

　ら切断途中での刃の挟まれが考えられます。そういった事 　ドバーの上側でも下側でも比較的安全に切断が出来ますが、

　態になってしまった時の対処法として、簡単なものを次に 　ガイドバーの先端部の上方１／４だけは危険しかありませ

　記載していこうと思います。 　ん。チェンが回っている状態で、木や障害物にガイドバー

　先端部の上方１／４が当たってしまうと、ガイドバーが跳

　ね上げられてしまいます。そのようにガイドバーが跳ね上

　がる危険な動きをしてしまうことを“キックバック現象”

　といいます。

　　上記の様に刃が止まってしまった、または挟まってしま

　った場合はチェンソーのガイドバーより幅を広げることが

　出来るくさびやヘラ状の救助器具（タガネチゼル）や工具

　（平タガネ）などを差し込む、また差し込むことが困難な

　場合はハンマー等で打ち込み、幅を強制的に作ることによ

　り停止してしまったり挟まっているチェンソーのガイドバ

　ーを解除することが出来ます。

　　しかし、ガイドバーが挟まれる危険を予測し、事前にく

　さび等を準備してガイドバーが挟まれる前にくさびを差し

　込み空間を作ることや、下記に記す方法をすることにより

　可能な限り不測の事態への事前対応や危険要因の緩和に繋

　ぐことが出来ると考えます。

　　キックバック現象を起こしてしまうと重大な受傷事故に

　に繋がります。上記の写真に挙げた通り、作業している人

　間の肩や首、頭部や顔面等を傷つけ最悪死亡事故に繋がり

　かねません。キックバック現象に対して安易な考えを持た

　ずに、切断する時の姿勢や周囲の安全管理、自らの危機管

　理能力の徹底を行うことで、少しでも危険要素を減らすこ

　とが出来るはずです。

　

　８　　キックバックの危険

“先端部上方１／４での切断は行わない”

“胸より上の切断は特に注意して行う”

“ハンドガードが正常に作動するか点検する”

“できるだけ安定した姿勢を取り、絶対に

　正面（ガイドバー上）に立たない”

くさび、先端が

ヘラ状の救助器具

等（タガネなど）

切断箇所

☆バタ角やステップチョークを切断箇所

を避けて設定し、転落防止と張力の緩和

を行ってから切断にあたる

切断箇所

☆ワイヤ・ベルトスリングなどで一時的に固定し、木が生み

出している張力を少し車載クレーンに移動させる。あくまで吊

り上げ目的ではないため、車両の転倒及び荷崩れ（木のズレ）

等に注意する。

この方法は、クレーンの操作員が常に荷重計や荷重指示計を

監視し、伐木時の切断からくる荷重変化に対して対応しなけれ

ばならず、現場指揮統制が最も大切になる。切断者はもちろん

安全管理体制を全員で考え活動にあたらなければならない。

クレーンにかける

先端部上方１／４ キックバックゾーン ①先端部上方１／４を当ててしまう

②勢いよく跳ね上がってくる ③ハンドガードでチェンの回転は止まる

正面に立っていると自分の身体に向かってくる 顔に向かってくるとヘルメットごと受傷する



　

　１０　　燃料とチェンオイルについて
　　ここでは意外と知られていない、もしくは忘れてしまっ 　　チェンソーを使用するうえで必要不可欠なもの・・・・

　ている間違った使用方法（持ち方）について説明します。 　それは燃料や電気等の動力源とチェンの潤滑を行うためチ

　　通常チェンソーで伐木等を行う際、チェンソーの構造上 　ェンオイルです。バッテリータイプや電動タイプのチェン

　取扱者が右利き左利き関係なく、スロットルトリガーは右 　ソーでは、チェンオイルの補給口が一カ所、エンジン搭載

　手で握り、前ハンドルは左手で握ることとなっています。 　型のチェンソーでは燃料補給口とチェンオイル補給口の二

　これは、切断時において前項で述べた“キックバック現象” 　カ所が存在します。チェンオイルが燃料や電気等の動力源

　が大きく関わっています。下記の写真を使い説明します。 　を下回ってしまうと、有効な切断が出来なくなります。チ

　ェンオイル不足からガイドバーやソーチェンの潤滑効率が

　下がり、最悪焼き付きを起こしてしまいます。電気等を動

　力源として使用する場合は特に起きやすく、定期的な確認

　を行いながら作業することが大切です。エンジン搭載型の

　チェンソーも同様に、定期的な確認が大切ですが、燃料補

　給をする際に次のことに注意し行うことで焼き付きの危険

　を防ぎ、比較的効率よく作業にあたることが出来ます。

　　これは、吐出量の調整を大幅に調整しているもしくは不

　調のチェンソーは別として、一般的な吐出量（平均的に考

　えて）ならば、比率としてこのような比率にすることで燃

　料切れが先におこり、オイル切れによる焼き付きを防ぎや

　すくなります。上記に掲げた考えについて「燃料補給とオ

　イル補給は両方満タンにするべきだ！」「なくなったら足

　せばいいだけでは？」という考えの方もいるかもしれませ

　ん。あくまで“焼き付かせないため”このような事前準備

　がわかりやすいと思い、今回記載させていただきました。

　

　　今回掲載させていただいた内容では、維持管理面で必要

　な目立ての方法や清掃方法などは記載はしておりません。

　　今回私は、維持管理面よりも“危険事項”に着眼点を置

　き書かせていただきましたのでご理解をお願いいたします。

　　最後になりますが、今回掲載させていただくうえでご協

　力を賜りました、株式会社 STIHL社様へこの場をお借りし

　て感謝を申し上げます。

　　今後の消防職員のチェンソーによる事故を未然に防ぐこ

　とに繋がる資料の一つとなることを強く願い、筆を置かせ

　ていただきます。最後まで読んでいただき誠にありがとう

　　写真に掲げた通り、チェンソーの構造上取扱者が右利き 　ございました。

　左利き関係なく、スロットルトリガーは右手で握り、前ハ

　ンドルは左手で握らなければトラブル発生時、大きな受傷

　事故（最悪死亡事故）に繋がりかねません。この事項は、

　取扱い説明書に記載されていたり、講習等でも伝えられる

　重要な事項です。私の知る限りですが、今現在‘左利き用

　チェンソー’は発売されていません。今後どうなるかはわ

　かりませんが、今存在しているチェンソー（高枝カッター

　やロゴソールは別として）では、必ず守らなければいけな

　いと私は思います。

　

“正しい持ち方で、万が一キックバックが

　起きてしまっても被害を最小限に抑える”

“燃料は７～８割程度、オイルは満タン”

“左手で前ハンドルを握る”

“右手でスロットルトリガー（後ハンドル）を握る”

　１１　　おわりに

　９　　間違った使用方法（持ち方）

正しい持ち方

左手 前ハンドル

右手 スロットルトリガー

誤った持ち方

左手 スロットルトリガー

右手 前ハンドル

★キックバックが発生

ハンドガードに対して左手首が

当たり、チェンの回転が停止す

る（回転した状態での受傷は避

けられる）

ハンドガードに対して右手首が

上手く当たらず、チェンの回転

が停止せず、大事故に繋がる危

険がある

反動力と非回転の刃による受傷危険 反動力と回転している刃による受傷危険
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