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l 蚕糸研究 第飢削叩一1ωm悶01叶1河号 1刊9併7一| 
Sansi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

No. 101， Jan. ，凶77

耕転機用覆土機の試作について*

|付/11 1日

設近10年間に， -'二時1]100kg "'，たり t~桑作芸長時間は%に短縮され， 50年度統計では43時間

となった¥ 九州・凶['lil地区では大規扶養蚕農家を対象l乙10アーノレ当たり裁桑作業時間を

38時間とする技術体系がキ11¥l.られた中. その作業のう角， 1J也11巴作業が26%であるが，その

中でも稲わらを土'Hi[1犯とする冬!犯の施周が%を，'iめ，大部分が人)]作業に依存する乙と

となっている.

桑園の地)Jの刻印f向上，土地/1:，崖性の向上を ~Iーるため，桑悶への堆厩!JJ:.\， :tffiわらなどの

有機物の投与が精)J(I'，1I乙指導奨励されているが，イf機資材の[佐保がむずかしく，施用に多

くの労ノ」を要し，とくに土中堆肥施与・では大部分が人)J作業のため克行され難いのが現状

である.

しかし 3ぷ桑作業の時間短縮と作業強度の怪減の観点から，冬m~の脳血作業を機械化する

必!要性が大きい.この作業の中で，千iNt物投入後の?むごとの機械化については芥藤ヘ!'+"

らが試みているが， トラクターの後退作業のため，作業がしにくい難点がある.

冬!りH乙桑園l'リi間の1Jlli肥irl¥'1乙千J'l幾物を投入した後の11:1.::1::作業を符)J機械化するため， *井紘

1幾t乙 flYi 1fí- 1ζ装，i"íできる t~ トー伐を試作し，作業能率を検，i'Jした結果，良好な成よ1~が得られた

ので乙乙に報告する.

本文i乙入るに先だち. ~，- j機の試作にあたり台ー益な ζ Jl)J言をいただいた蚕糸試験場米必文

場茶蚕研究室長阿部弘技'f.'X，ご校閲の労をとられた九州支場長森信行博土， ;1え桑研究室長

'(} FR益HH，11í: fft~j5機械化第ー研究家長岡 ;\j5融技'円l乙対し衷心よりお礼1[，しJ'，げる.

1. 耕転機用覆土機の構造および使用方法

1 )水機の構造

試作したね土機は耕転機用のアタッチメントでF 緋j去機のフロントウェイト取付け部分

を利用し 2本のピンで装J守して使月lするもので，合引のフレーム，有機物鎖圧用の鋲日:

Il:tf車輪およびその深さ 1羽整をする調整ハンドノレ，士宮土された土を埋め灰しするための夜

土板およびその開度調整をする調整料の 3つの郎分から構成される簡単なものである.

*本報はl昭和49年度日本iR糸学会九州支)¥i5研究活表会で発表したGl
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調盤4早

区!
支持棒固定"イプ

平 rlri 岡
側 rfri 悶

第 1図覆土機の平面，側面図

その部分について述べると次のとおりである.フレームは等辺山型鋼 (6x50X50四〉

を使用し，その大きさは耕絃機への装着部分の幅が50cmで中央に固定用のピン火 (16mm)

2都iを有する.全長70cm，前部の幅30cmの台形でフレーム後方向側面ーには覆土肢の後部支

持搾を挿入固定するための文持棒固定パイプ(長さ 7cm，穴if2 cm)を有し，ポノレ卜によ

って支持i俸を固定する.

フレーム前方には鋲圧fl;{E車輸が装備される。乙の市愉(空気入り，直径30cm，幅lOcm)

はW車愉として固定し，その幅は20cmで回転j':j在になるように取付け，その上部はラセン

ボノレ卜 (20X350皿田〉を仕組んだ調整ハンドノレに連結しており，ハンドノレの|口1'1自己よって

25~30cmの範囲で鎮圧自在jl'î.輸の昇降調整が可能である.フレーム先制には， m土板の開

皮を調整するため長さ55cmの調整料(平鋼 6x30皿皿)を有し 3cm間隔に 7倒の穴をあ

け，フレームへの同定穴の位置によって夜二卜似の開度調整 (20~40度)ができる.なお，J，r;]

盤料の末端には泌ニi二板の前 i稿文j~j*1~1占líとノ f イプを収イ、J"lt た.

m土似はI'tさ1.6mmの欽似であって下部60cmの半精川形であり，乙れをL型支持棒 (11'1

?壬lSmm，長さ50cmのもの 2，1えを45cm隔て固定〉に傾斜flJ65度， L型支持俸の前郎で高さ19

cm，後部で25cm1乙取付け同定した.

2 )本機の使用方法

まず，耕転機c7p s程度〕のフロントウェイト・ヒッチ部に 2本のピンで従土機のフ

レームを装着する.援土板の後部支持俸をフレーム後)j両側面の支持俸固定ノfイプ01乙，ま

た，前部支持棒を調整れ1末端の支持棒悶i.iミパイプにそれぞれ挿入し，従 i二板をi長仁部の(u:
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置に置き，また，調整梓は夜土板の開度を最小角i乙保ちボノレ卜およびナットで固定する.

走行の際は調整ハンドルを回転して鎮圧自在車輸を最下位の位置にする.

覆土作業は次のように行なう.先づ有機物投入後，木機の鎮圧自在車愉を講の中央l乙置

引，溝の深さおよび投入した土佐厩JJ巴や稲わらの量を勘案して，調整ハンドノレを回転させな

がらフレームが;J¥平状態になるように調節する.覆土仮の前部の開度は溝掘りによって培

土された盛土の幅iこ合わせ凋整梓の長さで調節し，桜土仮のj氏部を地表面上3cm程度にな

るように支持棒固定ボルトでとめる.以上の調整，準備が終了したのち，耕転機を前進(

低-2述〕させながら l畦を l行程で覆土する.次のl座間への旋回は作業の走行状態で容

易にできる.

2. 耕転機用覆土機の作業能率

1 )試験材料と方法

供試したほ場は，蚕糸試験場九州支場の腐植質火山灰土桑闘で値千J6年目の瓦切桑図(

畦間・株間， 2.0XO.6m，畦の長さ50m)である.冬肥の施用順序は，耕転機l乙ロータリ

および培土機を装ねして畦問中央に深さ15cm，幅40cm， 1畦50mの溝を掘り，土中堆肥と

して人力作業により稲わらを10a当たり1，000kgを投入した.

本機の作業能率を明らかにするため，海掘りから稲わら投入までは上記のように一般慣

行の作業手JI闘で行ない，記土作業は本機と人力で行ない，各部分の作業時間と割合を調べ

その作業能率をJ 、力作業と比較した.

2 )結果と考察

冬肥を稲わらの土中堆肥で施用する作業労力は，第 1表i乙示すように講掘りだけを機械

で行なった場合， 10 a当たり 8.71時間を要し，その中における機械の利用割合は少なく，

構掘り作業時閣の約10労にすぎなかった.乙れに対し，覆土作業を本機で行なった結果，

機械作業時間割合は約20~ぢに増加し，冬肥施与全体の作業時間も7.4時間と1. 3時間短縮さ

第1表 冬JJ巴(稲わら土中堆JJ巴)の作業労力 (10 a当たり)

従来の施用作業 l¥1土機利用による作業
作 業 七 一一一卜 一一一「一一一←一 一

時間 (hr)I割合(%)I時間 (hr)I割合(鈎

溝掘り 0.9 10.4 0.9 12.2 

稲わら配り 2.5 28.7 2. 5 33.8 

稲わら投入 2.3 26.4 2.3 31.0 

石灰窒素投入 1.1 12.6 1.1 14.9 

1要 j二1.9 21. 9 0.6 8.1 

合計 8.7 100.0 7.4 100.0 

注) 1. 溝掘りは機械，他は人力作業

2. 稲わら施用量 1，OOOkg!lO a 
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れ15%1':i力化された. なお， 覆土作業のみについてみると(第2表)，本機の場合には

100m当たり土寄せ(磁土)に7.6分， 旋回に0.4分， JI.8分を要し，人力による覆土作業

時間25分に比べて 3倍強の能率を示した.これを10a当たりに試算すると，人力による覆

土作業時聞の1.9時間が，援土機では 0.6時間となった.

第 2表試作技土機による作業能率(100m当たり，単位・分〕

¥¥、項目
¥¥|土谷せ Jk 凶 | 介 計|指 数

一区~ごごと: ー ← 一一一一L 一一一一一」一一一一一 l 
人力 25.0 25.0 

本機 7.6 0.4 8.0 

注〉栽植距離

施 l把溝

稲わら施用量

陸間 2.0m 
i~ さ 15cm

1，000kg!10 a 

畦長 50m 
幅 40cm

100 

33 

冬fJ巴施用後の覆土作業については，ロータリプラウが利用されているが，耕転機ではロ

ータリプラウを後部に装毛7して作業するため，耕転機の車輸が溝掘り作業の培土機で膨軟

に盛土された部分を進行する乙とになり，第2図l乙示すように施肥溝i乙落ち込んで走行困

難になったり，または土中堆肥として投入した稲わらを鎮圧せずに土寄せ(覆土〉するため

に稲わらが地表面に露出したり，ロータリプラウ lζ稲わらが巻きつくなどの難点がある.

ロ タリプラウの場合 本惜の場合

第 2図作業機の種類と作業の難易

H1
)は稲わらを10a当たり 1，000kg投入し，二輪トラクタの左右のプラウを入れ替えて

複土作業を行なった結果，覆土の精度をよくするためには，耕転機l乙ゴム車輸の代りにス
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パイラノレロ ータを波打し，緋転機を後退させながら f'f'業すると良好であ るという .またfi'

j桜5lは援土作業において阻愉トラクタではラセンスキをつけ ること，また緋転機を利用す

る時はラセンスキでi辺土した跡を卓愉が走行するようにしないと市輸がUVifζ落ち，作業が

できない場介もあるためノミ y ク操il、によることを提唱し，さらに講に投入したぷ什が地平

総卜lこないとラセンスキにからみつき作業不能となることがあると述べている.

|山向山削]ぜ忍ζf?一の報告でJ共七j通且しているj

lげTるためには，i山口JJ跡A品、を』バ沖|ドl愉がノ必ι行するi後灸J送忌出1泌む土作業を行な う乙とがA必必ど子、E変EE.である-しかし

後i呂志行は一般の前進作業に比し危険もあり ，作業に困難性がある.イ三十世の試作iZI二i機は

jJ:t:;j去のスパイラノレロータやラセンスキ lこ比べていくつかの改~，:λLがみられる.すなわち，

緋松機の前部t己主主ねして前jfjj心行するもので，まず鋲11:1'1{Hf愉により胞!杷i-rVif乙投入され

た稲わらを鋲圧し，他)jでは洗のrJ'jslIJ f乙盛土された土を本機のフレームに取付 けたお土阪

により施肥構内にゴ寄せしながら進行するため，稲わらへの出土は良好であ り，かつ緋li

|鳴の11工輸はね土似ーに よってにj平となった場所を進行するので作業は安定しロータリ緋従

の'~;~必さであ る . 10 a当たりの12土f'F業時間は斉必へ ι沢 ・欠 [J2>の報告と大.&がない

が，前進走行で安定した作業である乙とが本機の特徴といえよう .なお，本|幾を効率的iこ

利用するために胞IJ~ìlV;と杯iわらなどの投入量との関係を事前に臨め， 投入後fßわらが表面

に露出しないように均平に出土すること，また，作業をよ り安全に行な うため，窄愉幅を

[1二げるとか，クローラ +1命を川いるのも ー策である

写 真 (1)桜上「ド業の前日li
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写真 (2)恋 j二作業の ullJifii 

要約

冬 )~J土中打íl肥として泌す稲わらなと投入後の iu土作業の機械化をね訪にするため緋転機

IIWl土l煮を試作した.試作泌オ l幾は， フレーム，鋲j仁l'I，(Uli愉および位土板からなり耕炉、

|定(7P s程度〕のフロントウエイト 11)(j，Jけ部に 2本のヒンで簡単に装.{iし，前進しなが

らi'.iJ:するものであるー

bful肥満に堆肥(稲わら上中litlJ巴)を投入後，dlH己主JWi'I在ょli輸を人れ，稲わらが浮上ら

ぬように鋲比し，iIY;f<刷IIJの培土した盛土を桜土板でJjlめJRし，均平化された部分を耕伝機

のJU~命が前逃走行するところに本険の特徴が認められ， 耕転機を用ちいてのru土作業を安

『じで・3払な怪作業とした. 

.-1，:[幾による11i土作業では泌100m当た り 1'.省せ 7.6分， Jklllllこ0.4分，，rr8分であって，

人 )J 作業の25分の 3 倍以上の能ヰ:を小し ， また， 冬IJ巳(稲わ ら上 1.IJJjUJ巴)地)IJ作業でÌtYi~~

りだけを機械で行なった場合，10 a当たり 8.711抗日jを裂したのに対し，.-1>:機の伎mにより

作業1I!f，;~:は 7 . 41時rm となり ， 1596の時;旬知紛となった.また冬IJ巴胞用作業で機械を使用す

る割合は10.406から20.3961乙高められた
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