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高速条桑収穫機による刈取り運搬について

(2) 試作の昇降型運搬車による給桑台車への積替え

内田信
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養蚕の大規模化にともない多くの機械機具が考案され，育蚕作業は大きく省力化されつ

つある.しかし，これらの機器は養蚕技術の部分を改善するものが多く，新しい部分技術

も部分と部分の接続がうまく行かないために，実際養蚕の場に導入されたとき，その効果

を十分に発揮できない場合が多い.今，採桑から給桑までの作業を考え，これを調和のと

れた一貫作業体系と Lて組立てることについて検討すれば，採桑面では，二輪・四輪トラ

クタおよび跨畦式等の条桑収穫機が開発され，なかでも阿部・内田4)が開発した四輪用高

速条桑収穫機(実用新案登録第 1093357号)は人力による採桑作業に比べ著しく高能率を

示した.

一方，育蚕面では条桑育に給桑台車が開発され，給桑作業労力は著しく省力化されてい

る1)，刊の. しかし，この両部分技術の聞の作業，すなわち刈取った条桑を貯桑場あるいは

飼育場所付近で積下す作業および積下した条桑を給桑台車へ移し替える作業については手

作業が主体であった.そこで先ず内田・岩目的は四輪用高速条桑収穫機に改良を加え， ト

ラクタでけん引するトレーラに条桑集積用コシテナを積載し，刈取りが終了すれば，貯桑

場あるいは飼育場所へ運搬して，コンテナのまま条桑を積下す方法を組立て既に報告し

た.しかし飼育場所あるいは貯桑場所に積下されている条桑を給桑台車上に移しかえる作

業は今まで一部にクローラ型運搬車やフロシトローダーが利用され，また，従来一輪車， リ

ヤカ一等が用いられていることもあるが，積載あるいは積替え作業は人力作業がその多く

を占めている状汎にあった.そこで，本報では前報の積下されたコシテナを昇降可能な車

台にけん引積載し運搬する昇降型運搬車(以下本機という〉を試作することによってコン

テナのまま運搬し，給桑台車上に移し替え給桑作業の省力化と調和のとれる一貫作業を組

立てることができたのでその概要を報告する.

本機の試作に当たって有益なご助言をいただいた熊本県工業試験場機械金属部長平山憲

男技師ラご指導ならびに本文をご校関下さった蚕糸試験場九州支場長森 信行博士，ご便

宜を図っていただいた栽桑研究室長岩田 益技官に対して衷心よりお干し申し上げる.

1 昇降型運搬車の構造

本機は全長2.0m，!悟1.5mのフレームの土に組まれた装置でリフトフレーム部分と機械

部分とに大別される(第1図，第 2図).
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リフトフレーム部分は長さ1.7m，幅1.5m，高さ1.5mでフレームの四隅には長さ1.0m

のリフトフレームガイドを設け，フレ{ムの両側面には 4本の滑車支柱がありそれぞれ2

個，直径8crnの滑車を有する.フレーム前方(エシジシのある反対側)にはコンテナをけ

ん引積載するためのブリッジ(長さ1.5m，幅O.2m)の取付け金具を設け，下方にはリフ

トフレ{ムの安定を保つため地上高40crnに長さ1.7mのアシダーリミットストッパーを有

する.

リフトフレームの四隅にはボルト締めした昇降用ワイヤロープ(6醐〉が取付けてあ

り，ワイヤは上下の滑車を介して，フレーム下方にある軸 (d)に設けた昇降用ウインチ

ドラムに接続Lている. リフトフレームの水平調節は四隅の水平調整ボノレトで行なう(第

1図).

リフトフレームは長さ162crn，幅145crnの板張りとし， L型のリフトフレームガイドに接

する四隅の下面にはリフトフレームの昇降をなめらかにするため 2個のガイドローラを
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第 2図平面図

取付けた，前部にはコンテナ*のけん引積載時にワイヤロープのくい込みを防止するため，

ワイヤ受けローラ，また，後部にはコンテナストッパーとコンテナ固定フックをそれぞれ

取付けた.

機械部分は長さ30cm，幅150cmのフレームで囲み，空冷 4psエシジシ(作業時1600rpm)，

ギャーボックスc1速:1/12， 2速:1/7)，動力主軸(軸20〆にスプロケット #40，28枚

Vブーリ B単150〆および125〆を固定)および，動力で駆動するけん引，昇降の 2装置か

らなっている(第 1図，第2図).

けん引装置は，軸 (a)(Vプーリ B単150〆， 20枚傘歯車を固定)に固定した傘歯車と

軸 (b)(40枚傘歯車および直径25cmのけん引用ウインチドラムを固定)下方の傘歯車と

を組合せその上部に固定したけん引用ウイチドラムを作動させる.けん引用ウインチドラ

ムの一端には長さ 4mのワイヤロープ (6nun)を固定しロープがゆるみウイチドラムか

らのはずれを防止するため，けん引用ウインチドラム両端にはワイヤロープ離脱防止金具

を設けた.ワイヤロープの先端にはけん引用フックを取付け，中央に位置する直径 3cmの

自在滑車を介してリフトフレーム前方に引き出 L そのフックをコンテナのフック連結金

具に掛けてけん引する.

昇降装置には，作業時200~250kgの条桑をささえるため軸 (c) (Vプーリ B単150〆，

スプロケット #40，16枚を固定)の一端にラチェットを取り付けてリフトフレーム昇降の

安全性をはかり，軸 (d)(スプロケット #40，40枚および直径 7cm，長さ 15cmの昇降用

ウイシチドラム 2個を固定，とはチェーシで連結し，軸 (d)の前，後部に固定した昇降用

ウインチドラムを回転させる.昇降用ウイシチドラムとリフトフレームとは本機両側面の

滑車支柱の上下に固定した滑車を介してワイヤロープで連結し， リフトフレームの昇降を

行なう.なお，リフトフレームの昇降範囲は地上高40cm~115cmである.以上のけん引，昇

降の 2つの装置は，動力主軸からそれぞれ軸 (a)，軸(c)を Vベノレトで連動させ個々

*コシテナは長さ150cm，幅100cm，重量47kg，床面は耐水ベニヤ張りとし，底部には前後への移動を
容易にするため，ロ{ラ車輪 (60x 250mm)を2列， 30cm間隔に 5個づっ配列し， 両端には条桑の
集積用に長さ100cmの支柱を立てるため直径25m，長さ150mmのパイプを5本づっ固定した.なお，
前，後端にはけん引用のフック連結金具を装着した(第3図). 
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のテンショシプーリの操作により作動させる仕組である.なお，本機の移動は人力で行な

うためフレ戸ム下方前部に固定車輪 (360x5)および後部に自在車輪 (250x 5)をそれ

ぞれ2個取り付けた.

2 本機の動力伝達

本機は，コンテナのみを移動させる時，エシジン回転を1600rpmとした場合，チェーシ

により 990rpmでギヤーボックスに入力 L，80rpm/l速， 150rpm/2速となる.ギャーボ

ックスと動力主軸聞はチェーンで連動され， 動力主軸は 60rpm/l速， 100rpm/2速とな

る.動力主軸とけん引装置の軸 (a)，昇降装置の軸 (c)はそれぞれVベルトで連結し，

テシションプ{リの操作により作動する.

けん引装置は，動力主軸にVベノレトで連結し，軸 (a)は 60rpm/l速および 100rpm/

2速で作動する.軸 (b)は軸 (a) と傘歯車で連動し30rpm/l速または50rpm/2速で

回転L，軸 (b)に固定したけん引用ウインチドラムにワイヤロープを巻き上げる.コシ

テナのけん引速度は毎分22.5m/ 1速および37.5m/ 2速である.コンテナに積載する量が

少ない時は 2速が利用でき，積載量が多い場合やリフトフレームの昇降作業については 1

速で作動させる.

昇降装置の軸 (c)はVベルトにより動力主軸と連動し，毎分45rpm/l速， 83rpm/2 

速で作動する.軸 (d)は 軸 (c) とチェーシで連動し18rpm/l速， 33rpm/2速と回転

する.その際，軸 (d)の前後に固定した昇降用ウインチドラムも同時に回転するととも

に，それに取付けたワイヤロープ(滑車を介してリフトフレームを水平に吊上げている〉

が巻き取られてリフトフレームが昇行する.リフトフレームの吊り上げ速度は毎分 3.78 

m/l速， 6. 93m/ 2速である.リフトフレ{ムの下降は，ラチェットのストッパーを解除

し，テシションプーリを操作しながら徐々に行なう(第4図).

3 本機の作業操作

条桑を横積みして飼育場所または貯桑場に置かれたコンテナを本機にけん引積載し，給

桑台車上に直接移動させるものである.
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第4図動力伝達機構

まず，本機のフレーム前面のブリッジ取付け金具に 2本のブリッジをセットし，コンテ

ナを本機の前面に直列になるように配置し，けん引用ワイヤロープを中央の自在滑車から

リフトフレーム上を通し本機前方へ引き出し，その先端のフックをコンテナのフック連結

金具に掛けてけん引積載準備を終る.

エシジシをE常運転C1600rpm)にし，コンテナ積載量に応じて 1速または 2速とし

た後，けん引用のテシションプーリを操作し軸(a)および軸 (b)のけん引用ウインチド

ラムを作動させる.ウイシチドラムの回転により，けん引用ワイヤロープが巻き取られ

て，条桑を積載したコンテナは自動的に高さ40cmのリフトフレーム上へ引き上げられる.

次にコシテナに掛けたけん引用ワイヤロープを取りはずし， リフトフレーム後方中央のコ

ンテナ固定フックによってコンテナを固定する.固定終了後 2本のブリッジを取りはず

し，人力によって本機を飼育場所まで移動させ，本機が給桑台車と直列になるように，ま

た， リフトフレーム前面と給桑台車の間隔を20~30cm程度に Lて止める.

リフトフレームの昇行は，まず軸(c)の端に接続したラチェットを掛け昇降用のテン

ションプーリを操作しながら軸 (c)，軸 (d)を作動させる.その際， 昇降用ウイシチ

ドラムにリフトフレームのワイヤロープが巻き取られてリフトフレームが吊上げられる.

リフトフレームの吊上げ高さは，給桑台車の上面より 5~ 6 cm高めとし，その位置でテン

ショシプーリを解除し， リフトフレームの昇行を終る.その後， リフトフレーム後方で固

定したコンテナ固定フックを取りはずし，コンテナを手で押しながら給桑台車に静かに移

動させる(写真1).
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4 本機の作業能率

四輪用条桑収穫機と台車式一段飼育装置を組合せた大規模育蚕体系を策定するに当たっ

て，部分技術の改善の一つに給桑作業の省力化があり，本機がその面でどの程度役立つか

についてしらベた.
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1) 材料と方法

蚕糸試験場設幸11 第 108号

写真 1 条桑の積後え1'1')長ー

(A)コシテナへ積載した条桑(約200kg)

(B) リフトフレーム(昇行状態)
(C)給桑台車

(D)台車式一段飼育装置

昭和49年 3月に植付けた「しんいちのせJ(畦間2.5m，株間O.6m， 1畦の長さ 50m，

根刈仕立)を 2年自に春切り株定めを行なって供試した.

条桑の収穫と運搬は既報6) のとおり実施した.すなわち，昭和50年初秋蚕期に高速条桑

収臨機にコンテナを積載したトレーラをけん引し 2人組作業により地上から90cmの高さ

で中間伐採し 1畦分の条桑(約160kg)をコンテナに集積 し貯桑場まで運搬した.

台車式一段飼育装置は河原5) らが試験したも のと同一であり，その蚕座幅は 160cm，蚕

架を兼ねた台車用レーノレの高さは 65cmである.給桑台車は長さ，帽とも 160cmの方形で，

高さ15cm，上面はベニヤ板張りであ って，給桑台車までの地上高は80cmであった.

j貯桑場に置かれたコンテナを本機にけん引積載し， 10m離れた飼育場所までは人力で移

動して給桑台車に移し替えた.

対照としてはク ローラ型運搬車によった.すなわち 1束約15kgに結束して貯桑した条

桑 (160kg)を手作業によって運搬車に積込み，飼育場所まで自走し， 条桑の給桑台車へ

の柏答えは手作業によった.以上は 2人組で行ないそれぞれ作業ごとに所要時聞を計測し

た.

2) 結果と考察

結果は第 1表に示した 本機でコンテナのみの移動をした場合， リフ トフレーム上へけ

ん引積;1丸およびコンテナの固定に 9秒，貯桑場から10m離れた台車式一段飼育装置まで

本機を移動させるために30秒， リフトフレ ームの昇降に 6秒およびリフトフレームから給
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ぷバ工|
本 機 クロ{ラ型を 100

クローラ型運搬車 i
コシテナ|条 桑とした指数

条桑積込み 9 秒 48 秒 103 秒 46.6 

運搬(10m) 30 54 17 317.6 

条桑積替え 13 26 142 18.3 
メ口斗 計 52 128 262 47.7 

(分) (0.9) (2.1) (4.4) 

自走式にした場合/川 (1. 5) (8.8) 17.0 

注〉 コンテナ…・コシテナのみを移動した場合
条 桑……コンテナに積載した条桑160kgを移動した場合.

桑台車までコンテナの移し替えに 7秒を要した.従って貯桑場から給桑台車までコシテナ

を移し替えるため合計所要時聞は52秒 (0.8分)となった.

実作業では，条桑160kgを積載したコンテナは自重を含めて210kg程度になる.本機をこ

のコンテナと直列に配置し，エンジシ始動，ブリッジの取付けからけん引用ワイヤロープ

の引き出しとコンテナへの連結，コンテナのけん引積込み，コンテナ固定までの一連の積

込み作業時間は48秒，ブリッジの取はずしと台車式一段飼育装置までの運搬に54秒であっ

て，積替えに26秒を要し，貯桑場から給桑台車までのコンテナの積替え作業時間は合計

128秒 (2.1分)となった.この中で，本機の運搬作業を除き他の作業工程は極めて軽作業

であった.

一方，河原5) らと同様にクローラ型運搬車を利用した場合，約15kg束に結束して貯桑し

た条桑 160kgの積込みから給桑台車への積替えを人力の 2人組作業で行なった結果で、は，

作業は重労働であり，結束した条桑をクローラ型運搬車に積込む作業に 103秒，運搬に17

秒，給桑台車への積替えに 142秒で合計 262秒 (4.4分〕を要しており，クローラ型運搬車

の作業時聞を100とした場合，本機では47.7と1/2に作業時聞を短縮することができた.

台車式飼育装置は蚕座への人力運搬による給桑に代る省力的な手段として考案された

(中岡1) ら，渡辺2，3つものである.この場合，条桑の給桑台車までの運搬はクローラ型

運搬車をはじめいろいろの方法によると Lても，給桑台車への詰込みは手作業で、行なわれ

ている. しかも，これらの方法では収穫して結束した条桑を貯桑L.，改めて飼育場所へ運

搬する際に比較的多くの手作業を要することとなる.しかし，高速条桑収穫機で伐採収穫

した条桑をコシテナに積載した状態、で、貯桑することが可能であれば，刈取り，運搬から貯

桑，給桑台車への積替え作業はさらに簡略化され，時間も短縮することができょう.

本機の機構については大きな問題はないが昇降装置の中で，軸 (c)に取付けたラチェ

ット方式は下降の際，安全ストッパーを解除してテンションプーリを操作しながら下ろす

ことになり，慎重に行なう必要がある.そのため，オームギヤ機構に改良し，より安全か

つなめらかに作動させる必要があろう.また，本機の移動は人力によって行なっているの

で貯桑場から給桑台車までの距離によっては運搬に時間と多くの労力を要する.したがっ

て，自走式にすれば，これまでの 2人組作業から 1人の軽作業にすることができ，しかも
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作業時間もクローラ型式の運搬車に比べ約 6倍の能率を上げることが見込まれる.一方，

本機の製作費を低減するために動力を手動にすることも考えられ今後の検討課題である.

要 約

本機は，四輪用高速条桑収穫機で条桑を刈取り集積したコンテナを貯桑場から台車式一

段育蚕育装置の給桑台車に軽作業で容易に移し替え調和のとれた一貫作業体系を作る目的

で試作した.全長2.0m，幅1.5mのフレーム上に組まれた装置で， 4psの空冷エンジンを

動力源に，条桑を横積みにしたコンテナ(約 200kg)を給桑台車に積替えるため，けん引

および昇降の 2装置を有L.，それぞれテシションプーリの簡単な操作によって作動する仕

組であり，貯桑場から給桑台車までの移し替え時聞は重量 200kgのコンテナ 1台当たり

2.1分を要し，クローラ型運搬車に比べ2倍の能率を示した.前報6) と併せて採桑から給

桑までを調和のとれた作業体系に近付けることができた.
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