
  
  可変径式細断物成形機構の開発(1)

  誌名 農業機械學會誌
ISSN 02852543
著者名 川出,哲生

志藤,博克
橘,保宏
高橋,仁康

発行元 農業機械學會
巻/号 75巻3号
掲載ページ p. 210-215
発行年月 2013年5月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



技術論文 農業機械学会誌 75(3): 210~215 ， 2013 

可変径式細断物成形機構の開発(第l報)* 

一一成形機構の検討と試作一一

川出哲生*lt・志藤博克*1・橘 保宏キ1・高橋仁康*2

要 t::::. 
目

筆者らは， TMRを異なる径のロールベールに成形・密封する可変径式 TMR成形密封装置の開発を念

頭に置き，パーチェーン式で成形室直径0.8mの細断型ロールベーラをベースに可変径式細断物成形機構

を開発した。動作確認試験により， TMR を幅 0.9m，直径 0.8~ 1.0m，質量 248~491kg，乾物密度 380

kg/m3以上のロールベールに成形できることを確認した。ロールベール形状は良好で、，市販のベールラッ

パで密封できたが，各設定直径におけるベール質量の標準偏差は 8~16kg であった。また，直径1.0m の

時に，試作機の成形室の開放動作が不完全で，改良が必要であった。

[キーワード]発酵TMR.高密度，細断型ロールベーラ，可変径式ロールベーラ

Development of a Variable-chamber Round Baler for Chopped Materials (Part 1)* 

一一一Studyof Baling System and Trial Manufacture-一一

Tetsuo KA W AIDE*I， Hirokatsu SHITO*I， Yasuhiro T ACHIBANA *¥ Kimiyasu T AKAHASHI*2 

Abstract 

We have developed a variable chamber round baler for chopped materials， specifica11y for use with a 

TMR baling and wrapping system. The prototype is based on a ro11 baler for chopped materials (bar-chain 

type， diameter 0.8m). The prototype was able to form TMR ro11 bales 0.9m in width and 0.8-1.0m in 

diameter. It was possible to obtain we11-shaped ro11 bales weighing 278-491 kg， with a standard deviation of 

8-16 kg for each set diameter. The dry matter density exceeded 380 kg/m3 

bales using a c∞omme白r肉℃廿Cla剖a11防yavailable bale wrapper. However， the movement of the prototype at the set 

diameter of 1.0 m was unstable， making improvements necessary. 

[Keywords] Total mixed ration， high density， a roll bal巴rfor chopp巴dmat巴rial.a variable chamber round baler 

I 緒言

近年，給与作業の省力化や飼料効率の向上を目的に，

予め粗飼料と濃厚飼料をミキサで混合調製する TMR

(Total Mixed Rationの略語)の普及が進んでいる。

TMRは， TMRセンターや飼料会社が調製する場合が

ある。 TMRセンターは， TMRを調製・出荷する施設の

ことであり，ここで飼料調製を行うことで，調製用機械

の効率的な使用や，配合飼料や食品製造副産物(エコ

フィード)の一括購入による飼料費の低減が期待される。

* 2008年3月 第67回農業機会学会年次大会(宮崎県)にて一部講演

TMRセンターで調製する TMRの種類の中に発酵タイ

プがある。これは，配合飼料にサイレージや食品製造副

産物等の高水分材料を混合し，含水率 50~60% 程度に

調製したものを，輸送用のフレコンバッグの中に入れた

ビニール等の内袋に梱包したものである。このことによ

り，乳酸発酵を促進させ，保存性を向上させたものであ

る。発酵タイフ。は，袋詰め，発酵処理などの工程が増え

コストがかかるが，製造から輸送までの聞に貯蔵期聞が

あるため，作り置きができ，大量に一括調製することで

品質のばらつきの少ない混合飼料を生産でき，高水分な

*1 会員，生物系特定産業技術研究支援センター(干331-8537埼玉県さいたま市北区日進町 1-40-2 TEL 048-654-7ωo (代表))
Bio-ori巴ntedTechnology Research Advancement Institution， Institute of Agricultural Machinery， Nisshin， Saitama， Saitama 331-8537. Japan 

*2会員，向上，現在・近畿中国四国農業研究センター

t Corresponding author : kawaide@affrc.go.jp 
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図 1TMRセンターへの装置設置の想定図

Fig目 1Image of setting on TMR center 

食品製造副産物が利用できるメリットを持つ(塩谷，

2008)。
発酵タイプの代表的な製造方法であるフレコンパッグ

に密封する方法では，梱包・脱気・密封する作業に 2~3

名を要し作業の軽労化や省力化が求められている。ま

た，密封後.2~3 週間の発酵過程の聞に発酵ガスが発生

して内袋が膨らむため，再度脱気する作業が必要で、ある。

さらに，梱包密度が十分でないことから，夏季にカピが

発生することがあり.これを抑制するためには添加剤が

必要とされている。また 発酵ガスにより内袋が膨らむ

ため，フレコンパッグの 2段積みは不適で、広い保管場所

が必要となる等の課題がある。そこで近年.細断材料の

ロールベール成形ができる細断型ロールベーラ(志藤ら，

2005)を用いて TMRをロールベール(以下，ベール)に

成形し，ベールラッパで密封して調製(以下，この方法

で調製したものを「ロール発酵 TMRJと呼ぶ)する試み

が行われており ，少ないこぼれで乾物密度 300kg/m3以

上とフレコンパッグ方式と比べ約 1.4倍の高密度なベー

ルに成形できると報告されている (浦川ら.2005)。また，

ロール発酵 TMRの発酵品質は良好であり，これまでカ

ピの発生が確認されていない(平岡ら.2005;平久保ら，

2005 ;増田ら.2005)。さらに，ローjレ発酵 TMRは発酵

ガスの発生の影響によるベール形状の変形は僅かで，フ

レコンパッグに詰め込む方式で必要な脱気作業を省略で

きることが確認されている(増田ら.2009)。これら事例

よか細断型ロールベーラの成形機能がTMR材料に対

しても有効であると判断されたが，細断型ロールベーラ

(成形室直径0.8mの型式)をそのまま TMRセンターに

利用するには，処理能力に制限がある他. 1梱包あたり

の量が一定となり，対象農家の規模範囲が限定されるこ

とが指摘されている(浦川ら 2005)0 TMRセンターが

現在供給しているフレコンパッグ入り TMRの l相包あ

たりの質量は.1 箇所あたり 2~3 種類程度あり(道宗ら，

2010) .また地域によ っても質量範囲に違いが見られる。

最近では大型の細断型ロールベーラが登場しており，サ

イズの異なる細断型ローlレベーラを導入することで，梱

包サイズのバリエーションを持つことができるが，その

場合には機械費の増加が課題となり，これらの梱包サイ

ズに合わない規模の農家への適応は難しく. TMRの普

及阻害の一因になると考えられる。

そこで. TMRセンターでの利用を念頭に置き，細断

型ロールベーラの技術を応用・発展させた. TMRを直

径の異なるベールに省力的かっ高密度に梱包・密封でき

る可変径式 TMR成形密封装置の開発に着手した。本報

では，その装置の開発方針を検討し装置の核となる可

変径式成形部，すなわち粉粒状材料を多く含む TMRを

投入量に応じて異なる直径のベールに成形できる可変径

式細断物成形機構を開発したので報告する。

11 可変径式成形機構の試作

1. 可変径式 TMR成形密封装置の概念と開発方針

最終的な目標である可変径式 TMR成形密封装置(以

下，装置)は，既存の TMRセンタ ーの作業ラインのう

ち， フレコンパックーへの梱包 ・脱気・密封作業を行う部

分に代替して設置することを想定した(図 1)。装置の構

成は.TMRミキサなどから TMRを荷受けし成形部

に供給するための荷受 ・供給部，異なる径のベール成形

が可能な可変径式成形部およびベールを密封する異径

ベール対応密封部とした。1時間あたりの処理量は，

TMRセンターの現地調査より. 10~ 15t/h 程度が必要

であると見込まれた。また，ベール l個あたりの質量は，

北海道では 700~900kg. 府県では 300~500kg の範囲

とする必要があった。

装置の開発に当たり，基礎技術となる可変径式成形部

のための試作機を製作し，機能開発を先行させることと

した。まず，この試作機を用いて検討を重ね. TMRを

異なる直径のベールに成形できる基礎技術を確立させた

うえで，府県および北海道で流通している TMRの梱包

サイズに適応した実用機の開発に発展させることとし

た。

2.可変径式成形部の検討

可変径式成形部(以下，成形部)の要件は，径を変更

しても，サイレージよりも更に小さい粒径の濃厚飼料等

を含む TMRを少ないロスで. 1梱包あたりのベール質

量のばらつきが小さく成形できることとした。成形部で

質量の異なるベールを作る場合，ベール幅を変更する方

法とベール直径を変更する方法が考えられた。ベール体

積は幅に比例して増すのに対し，直径を変更する方法で

は，直径の 2乗に比例して増すことから，後者を選択し

た。現在市販されている牧草用の可変径式ロールベーラ

(新版農業機械ハンドブック.1984)は，成形初期からベー

ルの芯を固く巻き込む方式であるが，これで TMRを成

形した場合，成形初期段階で成形材料同士が絡みつきづ

らいため，ベールの芯が形成されず.成形室内の材料が

回転せず，成形室が拡大しないと考えられた。このよう
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Fig.2 

① ② 

図 2 可変径式成形部の模式図

Basic principle for the variable bale-diameter forming 

chamber 

な現象が発生すると， くさび形のままの成形室内が材料

で満たされ，それ以上材料が成形室に入らなくなり，成

形が困難になると考えられた。また，成形ベルト聞の隙

聞が大きく，機体からのこぼれが多くなると考えられた。

そこで¥成形部を開発するにあたり，細断物をこぼれが

少なく成形することができる細断型ロールベーラをベー

スとし，牧草用可変径式ロールベーラの成形室を拡大す

る技術を応用した試作機を製作することとした。次に，

細断型ロールベーラには成形室構造の違いにより，ロー

ラ式とパーチェーン式があるが，牧草用可変径式ローlレ

ベーラの構造に比較的近いため パーチェーン式を発展

させて開発することが妥当であると 判断した。そのた

め，成形室直径 0.8m，幅 0.85mのパーチェーン式をベー

スとした試作機を製作することとした。図2に成形部の

模式図を示す。成形部のタイトパーを連結する 2本の

パーチェーンは，直径 0.8mの成形室を構成し，成形室

直径を 1.0mまで拡大できる。成形方法は次の通りであ

る。①最小径 0.8mまでは定径式のロールベーラと同様

に，成形材料が成形室内を転がりながら丸められ，成形

室が材料で満たされるにつれてベールの外周から中心方

向に固く締められる。②パーチェーンは一定の張力を

保つよう，ガススプリングが取り付けられたテンション

スプロケットで支持されており，成形室内の材料が一定

量を超えると成形室直径を押し広げようとする力が作用

しこれによってガススプリングが収縮し，テンション

スプロケットの位置が移動することによって，材料の供

給量に応じて成形室直径が 0.8mから1.0mまで拡大す

る。ベール直径は供給される材料の量に応じて無段階に

変化するが，ガススプリングの縮み量から，設定直径を

0.8 m， 0.9 m， 1.0 mの3通りに設定できるようにした。

3. 可変径式細断物成形機構の試作

可変径式細断物成形機構(以下，試作機)は，成形部

と約 2m3の容量を持つホッパとスラットコンベアから

図 3 試作機の側面図

Fig.3 A side view of the developed machine 

Table 1 

表 1 試作機の主要諸元

Specifications of the developed machine 

全長

全幅

全高

質量

形式

成 形室直 径 X 内幅

ホッパ容量

ネッ ト 中富

駆動方式

5，250mm 
2，0∞mm 
2，880mm 
1.950kg 
特殊パーチェーン式

φ800-1，000 x 850 mm 
2m' 
1，000または 1.2∞mm
トラクタ PTO

なる荷受・供給部から構成される。ホッパの出口付近に

は，材料のブリッジ現象を防ぐために撹祥装置を設けた。

図3に試作機の側面図，表 lに主要諸元を示す。材料供

給からベール結束までの制御プログラムは，ベール直径

が設定値に到達すると，スラットコンベアの駆動を停止

して材料の供給を止め，ネット結束を行う流れとした。

ネット装置は，ネット巻き数がどの直径でもほぼ同じに

なる様に手動でネット巻き数カウンタを調節した。荷

受 ・供給部は，細断型ロールベーラに採用されている前

後に分割されたホッパの前部が昇降して材料供給する方

式から，こぼれによるロス低減を図るためにホッパ底部

に設けたスラットコンベアで供給する方式とした。試作

機は，細断型ロ ーjレベーラと同じく トラクタ PTO軸に

よって成形室を駆動するとともに，内蔵した油圧パッ

ケージによって成形室後部の開閉動作およびホッパのス

ラットコンベアの駆動を行った。

III 動作確認試験

1，試験方法

試作機構造の妥当性を検討するために， TMRを供試

し動作確認試験を行った。供試した TMRの内訳は表

2のとおりで，平均含水率は 38%，平均粒径は 8mmで

あった。

試験項目は，ベール質量・長径 ・短径・ IIJlli.乾物密度，

成形時・放出時ロス，供給時間とした。ベールの設定直

径は 0.8m， 0.9 m， 1.0 m とし，各設定で 3反復行った。
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表 2 TMR材料の内訳 (ミキサへの投入 l回分)

Table 2 The contents of TMR (The batch of the mixer) 

材料名

イタリアンライグラス・エンバクサイレージ

スーダングラスサイ レージ
チモシー乾草
アルフアルファ乾草
ピール粕
ビートパルプ
配合飼料

その他

合計

図 4 試験風景

Fig. 4 A test scenery 

投入量 合水率

(kg) (%) 

250 64 
500 68 
270 12 
170 10 
300 65 
180 13 
800 12 
2 1 

2，472 38 

成形時ロスは，成形開始から材料供給終了までに試作機

から地面にこぼれたものとし放出時ロスはベール放出

時に生じたこぼれとした。成形時ロス，放出時ロスと

ベーjレ質量の和に対する各ロスの和の割合をロス率と定

義した。ベールの乾物密度は，放出直後のベールの長・

短径から求めた両端面の楕円面積の平均値とベール幅か

ら計算した体積，ベール質量ならびに含水率から算出し

た。なお，ベール質量は密封後に測定し，測定値よりネッ

トとラ ップフィルム相当分の 1kgを差しヲ|いた。供給

時間は，ホッパ内材料を成形室へ供給を開始した時点か

ら，設定直径に到達するまでの時間と した。

動作確認試験は，垂直軸式の TMRミキサ，ベルトコ

ンベアと試作機を用いて行い， TMRミキサからベル ト

コンベアで試作機の荷受 ・供給部にベール l個を調製す

るのに十分な量の TMRを投入して，ベール成形を開始

した(図 4)。ネッ ト結束の後，試作機を停止し，成形時

ロスを回収・計量 しその後，試作機の駆動を再開して

ベールを放出した。放出後，成形室を閉じ，駆動を停止

し，放出時ロスを回収・計量 し ベールの幅，両端面の

長径と短径を測定した。その後，市販のベールラッパに

よりフィルムで密封し，ベールグラブ付きトラクタで計

量器へ運搬 し，ベール質量を測定した。試作機は 57kW

図 5 成形・密封したロールベール

Fig. 5 Rolled and wrapped bales 

表 3 ベールす法 ・質量 ・乾物密度

Table 3 Size， mass， and dry matter density of bales 

設定直径ベール直径ベール幅 ベール質量出 (kg) 乾物密度
(m) (m) (m) 平均値 標準偏差 (kg/m3) 

0.8 0.80 0.88 278 8 388 

0.9 0.86 0.90 375 16 445 

1.0 1.00 0.89 491 13 443 

※:ベール質量はネットとラップフィルム分 1kgを差しヲ|いた

のトラクタで駆動した。

2，試験結果

(1) 試作機の動作状況

試験の結果， TMRを異なる直径のベールに成形でき，

その形状は良好であった。成形したベールは市販のベー

ルラッパで密封可能であった(図 5)。 しかし設定直径

l.Omのベール放出時に，成形室後部を開閉する油圧シ

リンダの力不足のため，成形室の開放動作が途中で止

まって しまう問題が発生した。

(2) ベールの成形結果

動作確認試験結果を表 3に示す。ベール直径はいずれ

のベールも設定直径とほぼ同じとなった。ベール幅はい

ずれのベールも約 O.9mであった。ベー jレ質量は，設定

直径 O.8mで平均 278kg，設定直径 O.9mで平均 375kg，

設定直径 l.Omで平均 491kgとなった。ベール質量の標

準偏差は設定直径 O.8mで 7.5kg，設定直径 O.9mで 15.9

kg，設定直径l.Omで 13.lkgとなった。梱包質量を計

測しながら梱包する現行のフレコンパッグ方式の誤差

1-2kgと比べ， 1相包あたりのばらつきが大きかった。

これは，スラッ トコ ンベアからの供給量が一定でないこ

と成形中のベールは材料の供給による膨張とタイ ト

パーによる圧縮が繰り返され ベール直径が変動し続け

ることが要因と考えられ 直径を設定してベール質量を

一定にすること は難しいと判断された。ベール質量を一

定にするためには，荷受 ・供給部から一定量を供給する

こと，供給質量の測定等が必要と考えられた。
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表 4 成形時ロス・放出時ロス・ロス率

Table 4 Forming 1088， relea8ing 1088 and 1088 rate 

設定直径 ロス (kg) ロス率
(m) 成形時 放出時 合計 (%) 

0.8 1.4 5.0 6.4 2.3 
0.9 3.6 4.3 7.9 2.1 
1.0 5.4 14.3 19.7 3.9 

表 5 供給時間と推定処理能力

Table 5 Supplying time and e8timated productive capacity 

設定直径 (m)

0.8 
0.9 
1.0 

供給時間 (8)

79 
195 
203 

推定処理能力 (t/h)

8.6 
6.0 
8.0 

乾物密度は設定直径 0.8mで平均 388kg/m3，設定直

径 0.9mで平均 445kg/m3，設定直径 1.0mで平均 443

kg/m3となった。また，成形室直径 0.8mの細断型ロー

ルベーラでトウモロコシをベール成形した場合，乾物密

度は 200kg/m3前後になると報告されているが(志藤ら，

2005) ，いずれの設定直径でもその値よりも高くなった。

これは， TMRの含水率がトウモロコシよりも低いこと，

材料の粒径が小さいことなどによるものと考えられた。

(3) ロス率

設定直径 0.8mと0.9mのロス率は約 2%だ、った。直

径1.0mの時のロス率は 成形室の開放動作が途中で止

まり，これに対応するために要した時間もベールが回転

を続けたことや，機内に滞留した材料が掻き出されたこ

とから， 3.9%と大きくなった(表4)。

(4) 供給時間

供給時聞は設定直径 0.8mで平均 79秒，設定直径 0.9

mで平均 195秒，設定直径1.0mで平均 203秒であった

が(表5)，ホッパ出口で、の詰まりが発生したこともあり，

供給時間にばらつきが生じた。また，供給時間にネット

結束からベール放出までにかかる時間の 45秒を加えて

算出した推定処理能力は 6~8 t1h となった。

IV 課題

設定直径l.Omの時に成形室が開放しきらず，機構の

改良が必要となった。ベール形状は良好であったが，同

じ設定直径でもベール質量のばらつきが大きくなった。

また，算出した推定処理能力は 6~8t/h となり，目標値

に及ばない結果となった。主な原因は，ホッパ内で、の材

料の滞留と考えられたため，詰まりを防ぐ撹枠装置を改

善することにより処理能力を向上させる可能性があっ

た。また， 1日の稼働時間を 6時間とすると， 目標の処

理量 10~15 t1h から，ロス量が 2~3t 程度発生すると想

定されるため，ロス量の減少が課題となった。また，

TMRは構成材料の種類や割合が異なると密度やロスに

影響すると見込まれるため 構成材料等が異なる TMR

を用いて成形試験を行い 様々な TMRに対する開発機

の成形性能の確認をする必要があった。

V 摘要

1)可変径式 TMR成形密封装置の開発に先立ち，可変

径式成形部の機能開発に着手した。

2) 装置の基礎技術となる可変径式細断物成形機構を

パーチェーン式で成形室直径 0.8mの細断型ロール

ベーラをベースに試作した。成形室直径の可変範囲

は 0.8~ 1.0m とした。

3) TMRを直径 0.8m， 0.9 m， 1.0 m と直径の異なるべー

ルに成形でき，その形状は良好で、，市販のベールラッ

パで密封することができた。

4) 今回供試した TMR では，ベール質量が直径 0.8~1.0

m で 278~491kg となった。各設定直径におけるベー

ル質量の標準偏差は 8~16kg となった。

5)今回供試した TMRでは，成形したベールの乾物密

度は 380kg/m3以上であった。

6) ロス率が 2~4% となり， 1日の処理量を考慮すると

2~3t 程度になるため，ロス率を低下させる必要が

認められた。

7)直径 1mで試作機の動作が不安定になり改良が必要

であった。
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