
※（注1）3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)は､ISO 22867：2004により測定しています。
　（注2）振動加速度及び騒音レベルは､チェンソーの規格(厚生労働省告示第85号)により測定しています。
　（注3）1日の作業時間は､周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により､厚生労働省通達(基発0710号)で次のように決められています。
　　　  ①10m/s2より小さい場合は､1回の連続作業時間は10分以内､1日の作業時間は2時間以内としてください。
　　　  ②10m/s2より大きい場合は､1回の連続作業時間は10分以内､1日の作業時間は次の式により算出した時間以内としてください。

T=200÷（aｘa）Ｔ：1日の最大作業時間（時間）
a：周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値（m/s2）

!"#
$%&

'(
)*+#
,-

&./01
%234

567

!"#$"%& '() )(*

!"#+"%& '(, )(-

!"#."%& '(/ 0(/

#$"%& '(* ,(1

#+"%& '(- )(2

#."%& ,(3 '(1

#$"%& '(* )(*

#+"%& '(- ,(1

#."%& ,(3 '(0

#$"%& ,(3 ,()

#+"%& '(/ )(2

#."%& ,(, '(3

#$"%& ,(0 ,()

#+"%& ,(2 ,(/

#."%& ,(- '()

#.2"%& ,(- '()

#+"%& ,(' ,(0

#."%& ,(1 '(3

#.2"%& ,(* '(3

#$"$"%& !"# $"$

%&'() !"* !"+

%,'() !"- !".

%/'() !"+ #".

%&'() !"# $"$

%,'() !". $"#

%/'() !"$ #"0

12.$.-3 %&'&'() .+"! !"# +"*

%&'() +". !"+

%/'() +"$ #"#

%&'() 4". *"+

%1'() 4"+ ."5

%&'() !"$ +"*

%,'() !"+ !"5

%/'() +"- #"+

%/*'() +"- #"+

%,'() !"! !"!

%/'() !"0 #"-

%/*'() !"0 #"-

12.5+- %/'67 .+"! +"# !"#

%&'() +". !"+

%/'() +"$ #"#

12#!*- 8/'() ##"$ $"5 !"5

12#+*- %/*'() ##"$ $"0 !"-

12!!*- %/*'() !*"+ 5"$ $"5

&'() #"0 !"*

/'() !"# #"5

&'() !"# !"!

/'() !"5 ."4

12)#--- .0"+

,9.#*- .*"5

,9.$** .+"!

1:)#-+* .0"+

12.5** .+"!

12.5**3 .+"!

12.+.- .+"!

12.$.- .+"!

12)#--* .0"+

12.#.- .."+

12.!** .."+

12.!**3 .."+

12...+3 .*"5

12..** .*"5

12...+ .*"5

!"#
$%&

'(
)*+#
,-

&./01
%234

567

%&/'();&< $"* $"5

%&/'();/< $"# !"$

1:..*- %&'() .*"5 $"+ #"4

%&'() 5"$ *"4

%1'() 5"0 *".

%&'&'() 5"5 *"#

%1'&'() 4"- *"#

%&'67 4"- ."#

%1'67 4"# *"*

%&'&'67 4"* *"0

%1'&'67 4"! *"-

%&'() 4". *"+

%1'() 4"+ ."5

1:#!.- 8&'() ##"$ 4". #"4

,:.$-- &'() .+"! $"0 ."$

&'() #"5 5".

,'() #"$ +"4

/'() !"- #"!

12)..- /'() .."+ !"* !"4

&'() !"- +".

,'() #"0 +"!

/'() !"# !"5

&'() !"- !"!

,'() #"0 +"0

/'() !"+ !"*

/*'() !"+ !"*

&'&'() !"* 4"*

,'&'() !"- 4"+

/'&'() !"+ +"0

&'() !"- +"*

,'() #"0 +"!

/'() !"+ !"+

&'&'() !"* !"4

,'&'() !"- +"+

/'&'() !"+ !"0

12).!*='3 /'() .."+ !"+ !"+

&'() !"! +"5

,'() !"# +"5

/'() !"5 #"4

&'() !"+ !"0

,'() !"! $"!

/'() +"- #".

/*'() +"- #".

&'&'() !"$ 4"$

,'&'() !"+ 5"!

/'&'() +"* #"0

1:)#-+- .0"+

12...
12...3

12).#-
12).#*

12).$-
12).$*

12).!-3

.*"5

.."+

.."+

12).!*3 .."+

.+"!

12).5-3 .+"!

>32.#*- .."+

1:.$+- .+"!

1:.5+- .+"!


