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検索活：：コンニャク・みやままさり・球状金子・省カ化・機付機

こんにゃく品種 fみやままさり j に対応した

乗用トラクタ装着球状生子植付機の開発

田村晃一・原昌生・須田功一怜．木暮丹月晃 2*.高矯心悟 2*

要 旨

大規模ほ場に対応した、効率的な乗用トラクタ装着型のこんにゃく球状生子植付機を開発した。

植付機荷額ljに生子を入れたコンテナを搭載することで、長辺が 100m区画の大規模ほ場でも往復作

業ができる。常時2人組みで行うことにより 108あたり約 45分で植え付けから培土までの作業が

可能で、、’慣行の歩行用球状生子植付機と比べ、のべ作業時間は約 50%に短縮できる。

報言

fみやままさり jは群馬県農業試験場において

成 l）された品種であり、球茎i技量が多く精粉歩留が

高いため、単位面積あたりの精粉収量は「あかぎお

おだまjより 15%穂度多い。また、葉枯病、根臓病

にも「あかぎおおだまJ並iこ5齢、等、栽培しやすい

特性を兼ね備えている。さらに、球状生子率が高い

ため生子横付機が使用でき、低コスト・高収益生産

に役立つことから品種更新が進んでいる。

従来から使用されている球状生子植付機は、テイ

ラーや管理機などに装着して潜明り、植え付けを歩

行により行う。植え付けは、ホッパに入れられた生

子が罷転するスプーン付き植え付けベルトによっ

て I個づっすくい上げられ植溝に落とされる。生子

ホッパには生子が 30kg程度しか入らないため、 100

m註醸の大規模ほ場では 1行程中に数回生子補給が

必要である。歩行用の植付機はテイラーや管理機な

どで牽引するため、補給用の生子積載場所がない。

そのため、入力で補給用の生子コンテナをほ場内の

適切な位鐙まで連搬する必要があり護労働になって

いる。これに加えて、植え付け後に管理機による培

土作業が別途必要となる。また、ほ場内での歩行に

よる移動距離は植付機オベレー夕、生子運搬作業者、

培土作業者合わせて 10a当たりのべ数 kmにもおよ

び、高い労働負担になっている。

総現群馬県県土整係部下水道総会事務所、 2＊株式会社マツモ

ト

歩行用球状植付機以外の方法では、ばらまきによ

る方法と、こんにゃく親王植付機に生子用のカップ

を取り付けて、乗用トラクタで牽引して植え付ける

方法が多く行われている。こんにゃく親王植付機を

使用した植え付けでは、植付機の搭乗者が搬送ベル

トのカップに手作業で生子をのせるため、作業者の

負担が大きく、能率も悪い。作業はオペレータ 1名、

搭乗者 2名で、作業速度は 0.1 m/s、延べ作業時間

は 10aあたり 20.05時間 2）となり、多くの労力を

している。

このように、球状生子の植え付けは生子補給の問

題や労働負担の問題から大規摸ほ場に適応できて

おらず、省力化を狙った品議特性が発揮されていな

い。そこで、 fみやままさり Jの穫れた特性を活か

し、普及をさらに進めるため、大規模ほ場に対応し

た、効率的な乗用トラクタ装着型のこんにゃく

植付機を開発した。

なお、本研究は歩行型の球状生子植付機のメーカ

ーである株式会社マツモトと共罰で実施し、 2013

年から製品化している。

開発の前提条件

慣行作業では歩行により別々で、行っている、植え

付け、生子運搬、培土・畦立作業を省力的に同時行

程で行うことを目標とした。開発機は歩行用の球状

生子横付機の生子すくい上げ精度が高いことから

へ植え付け機構は新たに開発するのではなく、歩
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行用のものを利用した。開発にあたっては以下の点

を前提条件とした。

1 1費切り～植え付け～培土 ・畦立を同時作業で行

うことができる（図 1)

2 乗用トラクタ装着型とする

3 ほ場長さ 100m程度の往復作業に要する生子を

作業機上に積載できる

4 従来の 2条寄畦と同様な畦幅・形状に植え付け

る

5 歩行用球状生子植付機と同等の精度にする

6 作業人員 2名とする

慣行作業 新作業

［使用機械］ ［使用機械］

｜ 人力 H生子運搬｜

ト 輪管理機H培土 I! 11培土十畦立｜

図 l 植え付け作業の流れ

開発機の概要

1 開発機の構成

開発機は歩行用球状生子植付機を基にして、乗用

トラクタに装着できるように改良した。歩行用植付

機の生子ホッパやスプーン付き植え付けベノレト、案

内管はそのまま利用した。乗用トラクタの 3点リン

クヒッチに装着できるように強固なフレームを組

み、植え付けベルトを駆動する接地駆動輪、生子を

ホッパに流し込み補給する生子補給箱、土掛けのた

めの培土板および均平板、生子コンテナを載せるコ

ンテナ搭載台、補助作業者用の椅子、 トラ クタ車輪

による踏圧部分を解消するためのサプソイラ刃など

を取り付けた（図 2、3）。

図2 開発機の構成

機体仕様（植付機）

全長 2040 mm 

全高 1050 mm 

全幅 1750 mm 

重量 265 kg 

植え付け

ベノレト駆動 接地駆動輪

植え付け方式 スプーン付き植え付け

ベルトによる自動植え

付け

株問 調整可能

(6 cm、8cm、10cm、
12 cm) 

被栽方式 2条寄せ殴

作業者 トラクタオベレータと

補助作業者1名の計2名

図 3 開発機の概要
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2 開発機の特長

植え付け機構は歩行用植付機と同様であり、ホッ

パに投入された生子は回転している植え付けベノレト

のスプーンに 1個ずっすくい上げられ、案内管を通

り溝切器で切った植溝に落下する（図 2）。その後、

作業機後部に設置した培土板および均平板により培

土 ・畦立が行われ、これにより溝切り～植え付け、

培土作業を同時に行うことができる。

開発機はコンテナ搭載台に生子の入ったコンテナ

を 100kg程度積載でき、長辺が 100m区画の大規模

ほ場でも積載した生子を槌時補給することで往復作

業が可能である。

生子ホッパの生子補給口は狭く、植え付け作業を

行いながらコンテナから直接ホッパへの生子補給は

難しいことから、機体上部に大型の生子補給箱を設

置した。コンテナから生子を生子補給箱に移した後、

補助作業者が生子をホッパに流し込んで補給するこ

とで、植え付け作業を止めることなくスムーズな生

子補給が可能となった。

開発機の性能

1 試験方法

1）慣行の植え付け作業調査

201 1年 6月 22日に歩行用球状植付機（2条千鳥植

図4 歩行用球状生子植付機

普通畦）の作業精度、作業能率を調査した。供試機

械は、植え付け作業が歩行用トラクタ（3.7 kw）、 M

社製歩行用球状生子植付機（図 4）、培土は一輪管

理機で、行った。

2013年 5月 24日に人力によるばらまきの作業精

度調査をした。試験場所はいずれも昭和村現地農家

ほ場で実施した。

2）開発機の作業調査

2012年 5月 27日および 2013年 5月 24日に乗用

トラクタ 18.4kwに開発機を装着し、作業精度、作

業能率を調査した（図 5）。

2 試験結果

開発機と慣行作業の作業精度を表 lに示す。開発

機の作業速度 0.41 m/sでは、株間の変動係数は 31潟、

欠株率は 5.7免であり、作業速度 0.70 misでは、株

間の変動係数は 34潟、欠株率は 10%であった。歩行用

球状生子植付機は作業速度 0.44 m/sで、株聞の変動

係数が 43札欠株率が 9.0免であり、人力によるばら

まきでは、変動係数が 7舗であった。

10 aあたりの作業時間は、開発機が常時2人組み

作業で 45分、のベ作業時間は 90分であった。歩行

用球状生子植付機は、植え付けが 81分、生子運搬、

培土作業を含め、のベ作業時間が 179分であった（表

2）。
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負銀笛穣 算した場合、負祖面積は 4.4haとなる。 1日の作業

時間は、作業期間の日照時聞から休憩時間 3時間を

開発機が設定された期間や条件において作業でき 引し、た 11.4時間になるが、臨時雇用を考慮：して 8時

る負担面積を表 3に示す。作業期間を 5月訪日から 関とした。作業人員に余裕がある場合は、 l自の作

6月 5臼とし、植え付け作業に占める生子の割合を 業時間を長くすることで能率を高めることができ、

作付け面積で案分し 4）、作業速度 0.41 m/sとして試 負強面積を拡大できる。

表1 開発機と慣行作業の作業精度

生子重量 株間
作業速震 欠株率植深さ

（平均1錨重） 平均 標準備差変動係数
調査年月日 mis 只 cm 先 見 cm 

2012年5月27s 0. 41 13. 8 12. 5 3. 9 31 5. 7 5. 1 

2013年5月24日 0.70 10.8 11.6 3.9 34 10.0 6.5 

歩行用 2011年間22s 0. 44 10. 3 8. 2 3. 5 43 9. 0 6. 4 

入力ばらまき 2013年5月24s - 10. 8 5. 1 3. 7 72 - 5. 8 

注）植栽様式：開発機は2条千鳥描寄畦、畦幅1.lm。 慣行機は2条千鳥植普通畦、畦幅0.55m0 

人力ばらまきは2条植、時幅1.lm。

歩行用は歩行用球状生子植付機、入力ばらまきは手作業によるばらまき

方法

開発機

表2 開発機と慣行機の作業能率

捕え付け 作業 作業時間（分／lOa)
作業

のべ

方法 (lOa) 速度 植え 旋回・ 生子 コンテナ 生子 培土 培土 作業

kg mis 付吋 移動 補給 積替 運搬 （入力）a)（管理機）
合計 人員

時間

開発機 328 0.41 35.5 5.6 2.0 2. 1 45.2 2 90.4 

0.44 66.2 3.3 10.9 80.5 

’援行機 436 52.8 52.8 lト 178.8

45.5 45.5 

注）ほ場条件： lOOm×lOOm区画、片側道路旋回、枕地約4mo
栽描様式：開発機は2条千鳥植寄峰、畦！幅1.lmo 慣行機は2条千鳥横普通畦、経幅0.551llo 

：開発機は乗用トラクタオペレータと生子補給作業者の2人。
慣行機は歩行用構付機オペレー夕、ほ場内生子運搬作業者、一輪管理機による培土作業者の3人

a）開発機の培土（入力）は各行組の終端部、約llllo

作業期間 率能
i
－業

荘
一
宰
「

顕一一｛

抱一一負一一
九
日
ま
す

μ↑勺
A
2
n
n
H

2
3宮
崎
む可業作

5/11～6/15 

面積負担

ha 

4.4 

注）期間中の作業可能日数率は77%、ISの作業可能時間は

臨時雇用の作業時間を考慮、し8時間、実作業率は70%、

植え付け作業日数の生子割合は作付け麗積比の25%とした。
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考察

歩行用球状生子植付機はホッパ内の生子の量が少

ない場合は拾い上げ不良による欠株が多くなり、多

すぎる場合はホッパ内の生子が回較するスプーン付

き植え付けベルトの抵抗になり、回転不良の原因と

なる。噴行の歩行用球状植付機では欠抹を少なくす

るため、植え付けの途中で定期的に生子ホッパ内の

生子のならし作業と生子補給を行っているが、植え

付けを一度停止して行う必要があり、作業能率が抵

下するため頻繁に背われていない。

一方で、開発機は歩行用球状生子様付機の植付部

分を利用しているため、基本的に植え付け精度は歩

行用と変わらないが、｛頃斜型生子補給箱を搭載して

おり、ホッパ内iこ生子を随時補給してホッパ内の生

子量を常に 7割程度に維持することで拾い上げ不良

を抑えることができ、植え付け精度の向上につなが

っていると考えられる。

横行の生子植え付けでは、こんにゃく親玉植付機

などを能用したばらまきも多く行われているが、

カ所に数個がまとまった状態で植え付けられやす

く、株間の変動が大きくなる。そのため、場所によ

り生育に差が発生し、掘り取った球茎の重量にiまら

つきが発生しやすいと考えられる。

種いもの損傷は多少主芽が明断されても、生子、

とも生育、i収量に影饗が少ないことが明らかに

されている 3）ため、開発機を｛吏用した植え付けで生

子の主芽損傷が発生した場合でも生育、収量への影

ないと考えられる。

横付機の補助作業者は、搭載したコンテナに入っ

た生子を補給箱を介して生子ホッパに供給する。こ

の際、生子がこぼれにくいように大型の生子補給箱

を設置し、また、補給作業が行し、やすいように足下

に作業用の床板を設置し安全、快適に作業が行える

ようにした。また、ホッパへの生子補給は捕給箱が

傾斜するため少ない力で簡単に行うことができ、作

業速度をあげても描助作業者の負担は少ない。さら

に、植え付けにおけるほ場内での歩行移動もなく疲

労が少ない。

一方で、、開発機を導入した農家が 0.7 m/sの作業

速度で植え付けた場合に、スプーン付き植え付けベ

ルトの回転が高速になり、生子の拾い上げ不良や拾

い上げ中の飛び出しが見られて、欠株率が上昇した。

生子の植え付けを適切な時期に行うことは｛憂良

な種いもを確保する上で重要であり、大規模経営で

は作業速度を上げることが求められることから、今

後はより高速でも安定した植え付け精度を保てる

法を検討していきたい。

最後に、開発機を捷うことで構え付けの労働負帯

の低減、時間媛縮によりコンニヤク栽培の安定生産

に繋がることを期待する。
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(Key Words: Konjak, Globular Cormlet, Labor Saving, Planting Machine) 

Develop me回 ofMachine for Planting Globular Cormlets of Konjak 

Behind a Riding Tractor 

Koichi TAMURA, Masaoki HARA, Koichi SUDA, Tomoaki KOGURE, Shingo TAKAHASHI 

Summary 

We developed a machine for planting globular cormlets of konjak (Amorphophallus konjαc) behind a riding tractor 

in large fields. The placement of bins on both sides of the machine allows two workers to plant simultaneously. This 

makes it possible to plant and ridge lOa in approximately 45 min. Compared with planting by walking, this can 

reduce total work time by about half. 
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