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写真 1

輿水

キャベツ機械収穫の様子

小田嶋和之＊勝史＊若林
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高精度な網目が必要であったため，市販の網目簡

いでは十分な選別精度が得られなかった。また，

網目簡では目詰まりも生じるため作業性が悪く，

実際の営農現場において大量の種子を簡うには不

向きであった。その他にも，種子を効率良くかっ

高精度に選別する方法を検討したが，独自に備や

選別機を製作するにも lmm以下精度の工作技術

が必要となるため，手間やコストが懸かり容易に

は実現できないと考えられた。

そうしたなか，当時3Dプリンタが世間で話題

それを利用して選別機を製作できないか

3Dプリンタ等のデジタル工作機械が身近になっ

たことで，個人でも手軽に，かっ高度なものづく

りが可能となっている。これまでの大量生産では

困難であった個々のニーズを反映したものづくり

が可能になることから，今後，農業分野での利用

も大いに期待される。本報告では，こうしたデジ

タルファブリケーション（デジタル工作機械を利

用したものづくり技術）の農業生産現場への適用

事例と して， 3Dプリンタを活用したキャベツ種

子選別機の製作例を紹介する。

今回の種子選別機の製作は生産者のニッ

チなニーズから始まっている。

北海道では現在，加工業務用キャベツの生産拡

大にあわせて，キャベツの機械収穫体系の導入が

進みつつある。慣行の手取収穫では適度に生育し

たものから順に，数回に分けて無駄なく収穫を行

うのに対し，機械収穫では一度に全ての収穫（一

斉収穫）を行う ことが基本となる（写真 1）。そ

のため，キャベツの生育にばらつきが大きいと，

全体と して収量低下につながることから，可能な

限り生育を斉一化することが重要となる。

キャベツの生育のばらつきにはさまざまな要因

が考えられるが，今回種子選別機製作の相談を持

ちかけてきたキャベツ生産者は，種子サイズのば

らつきもそのひとつの要因であると考えていた。

生産者はこれまでにも市販の網目簡などを利用し

てキャベツ種子の選別を試みたが，コ ーティング

された種子は直径 3mm～4mmとばらつきの幅

が小さく（図 1），それを簡うには 1mm以下の
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図 2 スリッ卜付き選別レール
(Autodesk社123DDesign上での設計画面）

写真2 MakerBot社Replicator2X

という相談が持ちかけられ，生産者とともに選別

機の製作を試みることとした。

2. 3 Dプリンタの特性

一般的に， 3 Dプリンタは素材となる樹脂を 1

mm  以下の単位で積層して立体物を造形するため，

求める精度の選別機を製作することが可能である

と考えられた。

今回使用した 3Dプリンタは， MakerBot社の

Replicator2Xである（写真 2）。 Replicator2Xの

最小積層ピッチはO.lmm，加工範囲は幅24.6cm

×奥行15.2cm×高さ 15.5cmであるため，卓上

サイズのものであれば高い精度のものが製作可能

である。また，設計（ 3 Dデータの作成〕には無

料で利用できる Autodesk社の 123DDesignを使

用した。123DDesignでは，立方体や円柱，球体

といったプリミティブ（基本形状）を積み木のよ

うに組み合わせて操作できるため，初心者でも直

感的なモデリングが可能である。

最初に製作したのは， レールにスリッ卜を付け

ただけの簡易的な選別器具である（図 2）。 スリ ッ

トは幅 3mmから 4mmまで0.2mm刻みで段階的

に広がるようし，器具ごと傾けてコーティング種

子を転がすことでサイズ別に選別する。 123D

Design上では lmm以下の精度で設計可能であ

るが，実際に 3Dプリンタで出力した際に，まず

は設計通りの精度で器具を製作できるか，また実

際にコ ーテ ィング種子の選別が可能かどうかを確

認しfこ。

3 Dプリンタの精度に関しては，使用するフィ
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ラメント （素材）によ っても多少の影響を受ける。

Replicator2XではABS樹脂と PLA樹脂（生分

解性樹脂〉の2種類のフィラメントを用いること

ができるが，今回の試作では耐久性，耐衝撃性，

耐熱性で優れるABS樹脂を用いている。ABS樹

脂はそうした素材としての優位性をもっ一方で，

高温で出力する必要があるため，出力時の温度変

化によ って収縮が起こり，水平方向に厳密な寸法

での出力が難しいというデメリットがあっ た。そ

のため， 実際に出力したものをもとに収縮率をあ

る程度計算し，再度それを加味して 3Dデータを

作成しなおす作業を行った。

結果的に，必ずしも厳密な精度ではないが，概

ね0.2mm刻みで広がるスリットを作成すること

ができた。また，実際に傾斜をつけてレールの上

で種子を転がすと段階的に選別され， 3 Dプリン

タでも種子選別機の製作が可能であることが確認

できた。

3.種子選別機 1号機の製作と利用

1）種子選別機 1号機の製作

次に，上記の選別レーノレを基本としつつ，実際

の営農場面での利用を想定した選別機 l号機を試

作した（図 3）。

選別機 1号機は以下の 3つの点を特徴とする。

l点目として，大量の種子を選別できるよう複数

の選別レールを備える。 2点目として，選別レー

ルに自動的に種子を供給するとともに，選別レー

ル上で種子が溢れるのを防ぐためその供給する間

隔（選別レーlレ上に乗る種子の数〉を任意に制御



若林ら 3Dプリンタを活用したキャベツ種子選別機の製作 49 

図 3 種子選別機 1号機
（左。 Autodesk社123DDesign上での設計画面，右製作した l号機の実物）

することが可能な種子供給機構（ホッパー，及び

繰り出しローjレ）を備える。 3点目は，選別レー

ルで、の詰まりを軽減するため，選別レール自体が

振動する機構を備える。

実際の 1号機の製作にあたっては，主要な機構

のほとんどを 3Dプリンタで作成した。なお， 3 

Dプリンタでは中空の立体物を出力することが難

しいため，出力しやすいよういくつかの部品に分

割して出力している。全ての部品を出力した際の

フィラメントの量は合計376.8gで，出力にかかっ

た時間は推定で24時間40分であった。

3Dプリンタで製作した部品以外には，種子の

供給機構や選別レーノレの振動機構の動力として，

市販の遊星ギアモーターや振動モーターを用いた。

選別レールの振動には，選別レールに振動モーター

を取り付けるだけでなく，選別レールを支える土

台にも振動モーターを取り付けることで，選別レー

ルに適度な振動を与えることができた。また，種

子の供給制御（繰り出しロールの回転数制御）に

はオープンソ ースのマイコンボードである

Arduinoを使用した。 Arduinoは初心者で、も簡

単に扱うことができ，インターネット上にも多く

の回路例やプログラム例が公開されているため，

容易に繰り出しロ ールの回転数制御を行うことが

可能であった。

製作にかかった材料費は，フィラメントが約 4

千円，その他モーターや各種電子部品が約 7千円

と，合計で約1.1万円であった。

2）種子選別機 1号機の利用

製作した 1号機を用いて，実際に生産者が使用

する種子 (1缶5千粒）の選別を行った。選別レー

ルや繰り出しロールでの目詰まりがなければ， 5 

千粒を約 7分程度で選別することが可能であった

ことから，実際の利用場面においても概ね実用的

であることが確認された。

また， 3.4mm以下の種子1,084粒を用いて，実

際に3.4mm以下に選別されるかを確認したとこ

ろ， l回の選別では62%の精度で簡うことができ，

2回の選別（飾えなかったものを再度選別）では

79%の精度で簡うことができた。 l回の簡いでそ

れほど高い選別精度が得られなかったのは，コー

ティング種子が必ずしも真球ではないこと，選別

レールが短いこと，選別レールが振動することな

どが要因として考えられる。

以上のように任意の大きさで簡うには精度の面

で課題が残るものの，相対的に小さい種子と大き

い種子を選別することは可能なため， 1号機で選

別した種子（品種 「おきな」のコーティング種子

を3.4mm以下と3.4mm以上の 2種類に選別）を

用いて生産者の圃場で生育比較試験を行った。

表し写真3はその比較結果である。

写真 3をみてもわかるように，育苗段階では

3.4mm以上の種子の方が生育旺盛で，移植日の

苗の草丈も統計的に有意な差が確認された。また，

49-
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3.4mm以上 3.4mm以下 3.4mm以上 3.4mm以下

写真3 生育比較試験の結果（左：移績日 6/1の苗の比較，右：収穫したキャベツの比較）

表 1 選別した種子の生育比較（品種おきな）

調査日
移植日 移植後10日目 移植後 1ヶ月 収穫日

2015年 6月 1日 2015年 6月10日 2015年 7月 l日 2015年 8月21日

調査項目
草丈（cm) 草丈（cm) 草丈（cm) 結球部直径（cm) 結球部質鼠（g)

平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準備差 平均 標準偏差

種子直径
10.4 0.49 10.8 1.00 29.3 1.40 20.6 1.57 2.282 444 

3.4mm以上

種子直径
9.2 0.48 10.1 0.89 26.6 1.88 20.l 2.13 2,032 491 

3.4mm以下

t検定
0.00 ／／  0.01 ／／  0.00 レ／ 0.28 ン／ 0.06 ／／  (p値〕

※移植日はセノレ苗の状態でそれぞれ25株を調査した統計丞。移植後は園場でそれぞれ27株を調査した統計量。

移植後 1ヶ月後までの生育調査においても，草丈

で有意な差が確認されている。その後，生育の差

は縮小する傾向がみられ，収穫時の結球部質量は

5%有意水準で統計的な差が確認されなかった。

ただし， 3.4mm以上の種子の方が平均値で約 l

割程度高い傾向にあった。また，統計的な差は確

認できないが， 3.4mm以上の種子は標準偏差が

小さく，ばらつきの少ない傾向がうかがえた。

l品種かっ l回の比較のため，種子選別の効果

を結論付けるには尚早であるが，育苗時の生育に

明確な違いを確認できたことから，生産者は l号

機を使ってその後の作付けする全ての種子を選別

して使用した。

4.種子選別機2号機の製作

lシーズン使用した後， 生産者も種子選別に概

ね良好な感触を得たことから，生産者とともに種

子選別機の改良について検討を行った。

1号機でも実用に耐えうる作業性を実現してい

たが，実際の営農現場では数十万粒の種子を使用

するため，選別レールや種子の供給機構，とくに

繰り出しロ ールにおいて，可能な限り詰まりを減

らすことが求められた。そのため，2号機への改

良に際しては，選別レールや繰り出しロールを中

心に改良を施すこととした。

まず，選別レールについて l号機では振動によっ

て目詰まりの軽減を図ったが， 一方でその振動が

選別精度にも影響を与えることが懸念されていた。

さらに，振動によって完全に目詰まりを解消でき

ていたわけではなかったため，新たな方式として

回転式の選別レーノレに変更することとした。その

他にも，選別スピードを高める目的で選別レール

を5本から 6本に増やすとともに，選別精度向上

のためレールを l号機の150mmから225mmへと

延長した。

また，今回の 2号機では， 3 Dプリンタの性能

の制約から，全ての部品を 3Dプリンタで作成す

るのではなく，選別レールの回転軸やフレームに

他の素材の部品を利用することを検討した。

例えば， 3 Dプリンタは基本的に一筆書きのよ

-50-
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写真4 種子選別機2号機の回転式選別レール

改良前 改良後

図4 種子供給機惜の改良

うに樹脂を積層するため，重なりの部分では必ず

凹凸が生じ，真円を描くことができない。そのた

め， 3 Dプリンタで精密な回転軸を作成すること

は困難であったことから，回転式の選別レールに

は市販の金属製（ステンレス製）の回転軸を用い

ることとした。なお，種子のサイズに合わせた回

転軸（直径数mm程度）を旋盤等の工作機械を使っ

て製作するには熟練した加工技術が必要である。

しかし，現在ではそうしたメカニカル部品を希望

の寸法で 1本から発注できるインターネット通販

サービスが存在しているため，必要な部品を容易

に調達することが可能であった。

一方で，選別レールとして回転軸を組み上げる

際には， 3 Dプリンタの性能を活かしていくつか

の部品を作成した。例えば，回転軸は選別する種

子サイズの寸法に合わせて等間隔に並べる必要が

慣 圃眼
.... ..t . .－府掃楓－手

写真5 2号機で用いた30プリンタ製動力伝達部

写真6 2号機の種子供給機構及び全体像

あるが， 3 Dプリンタの精度を活かして，回転軸

を等間隔に保持できる治具やベアリングホルダを

作成した。これにより， O.lmm程度の誤差に収

まる選別レールを製作することが可能となった

（写真4）。

その他に， l号機ではモータ ーの動力伝達にベ

ルト（輪ゴム）とプーリーを用いたが，複数の回

転軸に動力を伝えるには十分な保持力が得られな

かったため，動力伝達には歯車を用いることとし

て，それに必要な部品（ウォ ームギア等）を 3D 

プリンタで製作した（写真 5）。ギアのスム ーズ

な噛み合わせを実現するには，現物にあわせなが

ら少しずつ調整していく必要があったが， 3 Dプ

リンタでひとつのギアを出力するのに要する時間

はわずか数分程度のため，短期間でいくつもの試

行錯誤を重ねることが可能であった。
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種子供給機構の改良については，以下のとおり

である。まず， 1号機ではホッパーが繰り出しロー

ルの真上に位置していたため，繰り出しロールの

穴に入った種子は上から押し付けられるかたちに

なっていた。そのため，繰り出しロールの穴に入っ

た余分な種子は逃げ道がなくなり，ホッパーの壁

面にヲ｜っかかって詰まりや割れが生じた。そこで，

2号機ではホッパーを繰り出しロールの回転方向

に対して後方にずらし，繰り出しロールの横から

種子が流れ込むようにした。また，種子選別機の

大型化に合わせて繰り出しロール自体も大径化し

た。これにより種子をすくい上げる過程で繰り出

しロールの穴に入った余分な種子を逃がすスペー

スを確保し， 1号機よりも詰まりを大幅に減らす

ことができるようになった。

こうしていくつかの改良を図った 2号機（写真

6）では，スムーズな選別が可能となり， 5千粒

の選別も約5分程度まで短縮できるようになった。

5.おわりに

以上，農業における 3Dプリンタの適用事例と

して，キャベツ種子選別機の製作例について紹介

した。そこで、みたように， 3Dプリンタにはいく

つかのメリットが存在する。

第一に，熟練した工作技術がなくても非常に高

精度なものづくりが可能になるという点である。

一見ハードルが高いように思われる 3Dデータの

作成も，直感的に操作可能なアプリケーションが

開発されているため，初心者でも容易に設計を行

うことができる。そして， 3Dデータさえ作成で

きれば， lmm以下の誤差で希望通りの部品を作

成することができるようになる。また，事例で紹

介したArduinoやインターネット通販サービス

の存在も，個人でのものづくりを手軽に実現する

環境を提供している。それらによって，これまで

ニーズが少ないために存在しなかった器具や，個々

の生産者に応じた器具のカスタマイズも容易に実

現できるようになると期待される。

第二に， 3Dプリンタが身近にあれば，思いつ

いたアイデアをすぐさま具現化できるという点も

大きなメリットである。種子選別機の例でも試行

錯誤のもと多くの部品の改良を行ってきたが，ア

イデアを形にするまでのリードタイムが非常に短

いため，短期間でいくつもの方法を試すことがで

きた。したがって， 3Dプリンタは単に製作のス

ピードを高めるばかりか，実際に失敗と成功を数

多く経験できることで多くの知識を集積できるた

め，改良のスピードも高めることが可能になる。

実際の営農現場でも自ら作業機や施設を製作・

改良を行うケースが多くみられるように，生産者

はさまざまなニーズやアイデアをもっている。

3Dプリンタ等のデジタル工作機械の存在は，そ

うしたアイデアを手軽に具現化できる技術であり，

今後農業におけるものづくりの可能性をさらに広

げ，生産性の向上に寄与するものと期待される。
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