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技術論文 農業食料工学会誌 79(3):310-316, 2017 

自脱コンバインの手こぎ部緊急即時停止装置の開発（第2報）＊

女性の持上げ力測定と最終試作機の開発ー一

山崎裕文*lt. 志藤博克*l• 堀尾光広*l• 積 栄*l• 岡田俊輔*l. 冨田宗樹*l•

菊池 豊*l• 竹内賢一朗*2. 高木雅志*3. 阿川陽一*4. 古田東司*5

要 旨

自脱コンバインの手こぎ作業中に発生する巻き込まれ事故の重傷化を防止するため，こぎ胴カバーを

片手で開放可能な仕様とするべく．女性を被験者として持上げ力を測定した。市販機のこぎ胴開放レバー

の操作力と比較した結果，大幅な操作力の低下が必要と考えられた。また．こぎ胴にブレーキを搭載しそ

の効果を確認したところ，コストの増加に対して大きな効果が得られなかった。これらの結果から，こぎ

胴ブレーキは搭載せず，こぎ胴カバーあるいは挟やく梓の開放機能を付加した最終試作機を開発した。

最終試作機は，挟まれた手を容易に抜き取れる可能性が確認され，重傷化防止に対して有効であると推察

された。

［キーワード］緊急停止装置，自脱コンバイン，持上げ力，手こぎ作業，挟やく枠

Development of Emergency Stop Device for Hand-Fed Threshing on 

Head-Feeding Combine (Part 2)* 

-Force of Vertical Lifting by Women and Development of a Final Model 

Hirofumi Y AMASAKI*1↑, Hirokatsu SHIT0*1, Mitsuhiro HORI0*1, Ei SEKI*1, 

Shunsuke OKADA *1, Muneki TOMITA *1, Yutaka KIKUCHI*1, Kenichiro T AKEUCHI*2, 

Masayuki T AKAGI*3, Yohichi AGA WA  *4, Toushi FURUTA *5 

Abstract 

In head-feeding combines, we measured the force of vertical lifting by women in unlocking the threshing 

unit cover with only one hand. This is designed to protect farmers from sustaining severe injury if their 

hands are caught in the threshing unit during hand-fed threshing. We compared the force of vertical lifting 

by women with the control force of the皿 lockinglever for the threshing units of head-feeding combines 

already in the market. Based on the results of the comparison, we had to drastically reduce the control 

force of the unlocking lever of the threshing unit. In addition, the cost-benefit performance was low when 
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we confirmed the effect of the brake on the threshing unit. Based on these results, we have produced final 

prototype threshing machines. These machines do not have a threshing unit brake; however, they can 

automatically unlock the threshing unit or pinching rod. This enables farmers to pull their hands out easily, 

if caught in the threshing unit. We believe that the automatic叫 ockingfeature render these machines 

effective against severe injury. 

[Keywords] emergency stop device, head-feeding combine. force of vertical lifting, hand-fed threshing, pinching rod 

I はじめに

農作業事故災害の中でも農業機械に起因した死傷事故

は多く発生しており，中でも自脱コンバインでは手こぎ

作業時の事故事例が多く報告されている。そこで筆者ら

は，アンケートにより手こぎ作業の実態を把握し，その

結果をふまえた上で高齢者の使用にも配慮した手こぎ部

の緊急即時停止装置の開発要件を策定し，その一部を満

たした試作 1号機を開発した（山崎 2016)。その中で未

達成であった開発要件「緊急停止ボタンは赤色で背景を

黄色にすること」，「緊急停止ボタンは NC(Normally 

Closed)接点とすること」，「こぎ胴カバーを片方の手で

開放できること」について対応が必要である。これら開

発要件の内，前二者はハード面での変更が少ないために

対応が比較的容易である。しかし，最後の要件は，手こ

ぎを行う農業者がこぎ胴を開放する際にどの程度の力を

発揮できるのか明らかではないため，こぎ胴開放レバー

の仕様を決定することができない。

農業機械の操作装置と作業者の現状について，冨田ら

(2013)は，市販された自脱コンバイン（以下，市販機）

の中には，女性にとってブレーキペダルの操作力が過大

と考えられるものが存在していると報告している。ま

た，一般に他の筋力と比較的相関が高いとされる握力に

ついて， 50歳女性は， 50歳男性と比較して約 170N低い，

とされている（首都大学東京体力標準値研究会， 2007)。

つまり，こぎ胴開放レバーについても女性にとっては市

販機の操作力が過大である可能性が考えられる。平成

26年における販売農家の自営農業に従事した世帯員数

に占める女性の割合は約 46%にも上っており，農業機

械の開発においては女性の利用を想定することが不可欠

と考えられる（農林水産省， 2015)。

また第 1報の結果より，緊急停止ボタンを押して

フィードチェンが停止するまでの距離（以下，停止距離）

は市販機に比べて小さくなり開発要件は満たしたもの

の，余裕がある値とは言い難い。しかし，これ以上の停

止距離の大幅な短縮は望めず，かみこみ点（フィード

チェンのプレート水平部から挟やく梓下端までの距離が

20mmになる位置）からこぎ胴先端までの距離（以下，

基準距離）の延長はもとより，緊急停止ボタンを押した

際の機械の動作に対しても，手こぎ作業事故の重傷化を

防止する改良が求められている。

以上より，本研究では自脱コンバインの手こぎ作業事

故の重傷化を防ぐため，まず女性がこぎ胴開放レバーを

操作する際に発揮できる持上げ力を把握し，市販機のこ

ぎ胴開放レバーの操作力と比較を行った。加えて，こぎ

胴開放レバーの形式を調査することで，現在のこぎ胴開

放レバーの持つ課題を明らかにした。さらに，こぎ胴に

ブレーキを搭載した際の効果についても検討を行い，結

果をふまえた上で高齢者や女性の使用にも配慮した手こ

ぎ部の緊急即時停止装置を開発したので報告する。

II 実験方法と測定項目

1. 女性の持上げ力測定試験

女性が片手でこぎ胴カバーを開放するために適切なこ

ぎ胴開放レバーの操作力を明らかにするべく， 37名の女

性を被験者として試験を実施した（表 1)。各被験者に身

体測定を行い，左右の「肩峰高」「肘頭・握り軸距離」を

計測した（図 1)。肩峰高に肘頭・握り軸距離を加えた高

さを基準高さとし，その士5%,士10%,土15%の位置を

加えた計7か所に図 2に示す試験装置の把持部高さを変

化させた。各位置で被験者が左右の手を使い，把持部を

持上げた際の最大の力を，ロードセル（共和電業 LSM-

B-SAl) を用いてそれぞれ測定した (14試験区）。

また，現在の自脱コンバインが持つこぎ胴開放レバー

の課題を明確にするため，市販機のこぎ胴開放レバーの

操作力とその設置高さについて調査を行った。農業技術

革新工学研究センター（以下，革新工学センター）の実

施する安全鑑定に適合した計 22型式 (2条~6条刈，

1995~2010年に適合）の市販機を対象にこぎ胴開放レ

バーの操作力とレバー中心の地上高を測定した。こぎ胴

開放レバーの操作力はこぎ胴が開放するまでの力を，

プッシュプルゲージ (IMADADS2-500 N)を用いて測

定し， 3回測定した値の平均値とした。こぎ胴の前後

2ヶ所にこぎ胴開放レバーが存在する場合は大きい方の

値を記録した。

2. こぎ胴開放レバーの形式に関する調査

革新工学センターの実施する安全鑑定に適合した 25

型式 (2条~6条刈， 1995~2010年に適合）の市販機にお

いて，こぎ胴開放レバーの形式を調査した。

3. こぎ胴ブレーキの搭載

手こぎ作業で巻き込まれた際の重傷化を防止するた

め，以下の 3方式によりこぎ胴へのブレーキ搭載を検討

した。（図 3)

方式 1: こぎ室天板上に設けたプッシュ型ソレノイド

により，ねじりコイルバネで天板内面に固定したストッ

パが緊急停止装置の作動と同時に落下し，こぎ歯にあた
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表 l 持上げ力測定試験被験者内訳

Table 1 Details of subjects measuring the force of 

vertical lifting 

年齢（歳）

身長 (cm)

-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-

平均

身長く155

155;:;; 身長く165

165;:. 身長

平均

5% 

16% 

5% 

54% 

19% 

51歳

30% 

54% 

16% 

159cm 

離距軸り握頭寸月＋
 

高峰肩＿＿
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離巨鰤

基

配

M
頭

恒

蛮

罠

寸月口

図 l 肩峰高，肘頭握 り軸距離と試験範囲

Fig. 1 Acromiale height, elbow-grip length and zones of 

experiment 

図 2 測定装置の模式図 （左から横面図，斜視図，正面図）

Fig. 2 Pattern diagram of measuring device (side view, 

perspective view, front view from the left) 

ることでこぎ胴の停止を促す機構 （供試機： 6条刈り ，定

格出力 79.SkW, 手こぎ時こぎ胴回転数 505rpm)

方式 2:緊急停止装置の作動と同時にモータが駆動

し，直動シリンダを上方に押し上げることでリンクが動

作して，こぎ胴と同軸にドラムブレーキを作用させる機

構 （供試機 :5条刈り ，定格出力 46.6kW,手こぎ時こぎ

胴回転数457rpm)

方式 3:緊急停止装置の作動と同時にこぎ胴への伝導

こぎ胴
断面

プッシュ型ソレノイド

匝

シリンダが上方に作動
リンク

こぎ胴駆動モータ

プーリ匝困刃

訪

L暉

、̀＼暉
＼

＼

こ

防人這ダ
8

動
ン

直
リシ

図 3 こぎ胴プレーキ模式図

Fig. 3 Pattern diagrams of the brake on the threshing unit 

を遮断するクラッチが作動し，その後モータが駆動して，

こぎ胴と同軸に湿式多板ブレーキを作用させる機構 （供

試機 ：6条刈 り， 定格出力 66.2kW,手こぎ時こぎ胴回転

数372rpm)

こぎ胴ブレーキの停止時間は，撮影した高速度ビデオ

カメラ （カシオ EXILIMPRO EX-Fl)の映像より算出し

た。

4. 最終試作機の開発

1. 2. 3. の結果等をふまえ追加した開発要件を満たすた

め ， 4~5 条刈の中大型コンバイン 4 機をベース機 （国内
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圏 4 持上げ力測定結果

Fig. 4 Result of measuring the force of vertical lifting 

メーカー 4社， A-2~D-2機）として試作を行い．稲ワ

ラを用いて手こぎ作業を行い，実用性の評価を行った。

フィードチェン停止距離DBFc(mm) は，次式を用い

て求めた。

DBFc=RNXZsXPc 

ここで.R炉緊急停止ボタンの操作からフィードチェ

ン停止までの駆動スプロケットの回転回数， Zs:スプロ

ケット歯数.Pc: チェンピッチ (mm)である。

RNは回転計（小野測器EC-2100)を用いて測定した。

試験は手こぎ作業時の定格機関回転速度，無負荷状態で

行い．停止距離は 3回測定した値の平均値とした。

III 結果と考察

1. 女性の持上げ力測定試験

持上げ力は．把持部の地上高が高くなるほど大きな値

を示した（図 4)。「基準高さ +15%(基準高さの 115%

の高さを示す）．基準高さ +10%」の高さにおいては，各

被験者が腕力に加えて，体幹と脚部で突っ張るような姿

勢で把持部を持上げる様子が観察されており．このこと

が大きな持上げ力を示した一因と考えられた。また，対

照的に「基準高さ．基準高さー5%.基準高さー10%」で

は操作力が低かった。 14試験区における最小値が lOON

を超えた被験者の割合は 28%に留まり. SONを超えた

被験者の割合は 97%.60Nを超えた被験者の割合は 86

％であることを考慮すると，こぎ胴開放レバーの操作カ

は50~60N以下であることが望ましいと判断された。

対して， 2条刈のような小型の機種を除けば，市販機で

はほとんどの機種でこぎ胴開放レバーの操作力が 60N

以上であり，女性にとって現在の操作力では開放が困難

であると考えられた（図 5)。なお，農業用のトラクタお

よび自走式機械における操作装置の操作力等について定

めた ISO15077 : 2008においては．レバーを垂直上向き

350 7◆ 2条 ■3条▲ 4条 os条<>6条
◇ 

300 

z ,......., 250 
、一
-R 200 

蓄150

100 

50 

゜100 110 120 130 140 150 160 170 180 
レバ一高さ (cm)

図 5 市販機のレバー高さと操作カ

Fig. 5 Lever's height and the control force of head-

feeding combines already in the market 

▲ 
▲ 0<> 0 

゜▲ 
♦ 

▲▲ 
◆ ♦ ． ． ◇ 

◆▼ ◆ ▲ 

に持上げる最大の操作力を 400Nと定めており，今回調

査した機種は全て基準内に収まっている。しかし，上記

の結果からもわかるように，この基準値は女性や体格が

小柄な人の利用や片手での持上げを想定できていない可

能性がある。この規格は農業機械の開発における一つの

指標にもなっているため，今後基準値の低下や使用場面

に応じた基準値の設定などが必要と考えられる。

また，「基準高さ +15%」の高さでは把持部に手は届く

ものの，持上げの際に背伸びをする被験者が多く見られ

たことから，「基準高さ +15%」の高さがこぎ胴開放レ

バーを操作可能な設置位置の上限に近いと推測される。

60~88歳女性を対象とした身体調査結果（社団法人人間

生活工学研究センター， 1996a;社団法人人間生活工学研

究センター， 1996b)を基に， 95%の人で腕が届く高さ

を算出したところ，約 160cmという結果になった。市

販機の大型機種ではこの高さよりも高い位置にこぎ胴開

放レバーが設置してあり，小柄な高齢女性では手が巻き

込まれた際にレバーに手が届かない可能性がある（図

5)。

2. こぎ胴開放レバーの形式に関する調査

こぎ胴開放レバーの形式について，大きく分類して 4

種のものが確認された（図 6)。

形式 1:こぎ胴カバーの前方から後方にかけて長い横

向きのレバーが 1本ある形式

形式2:こぎ胴カバーの前後に 1本ずつ計 2本のレ

バーがある形式

形式 3:こぎ胴カバーの前部に 1本レバーがある形式

形式4:こぎ胴カバーが電動スイッチで開閉する形式

形式2は前後2本のレバーを双方とも解除方向に操作

しなければこぎ胴が開放しない構造であった。第 1報の

結果より，手こぎ作業事故においては左右を問わず手を

挟まれる可能性があることから（山崎， 2016),片手が

フィードチェンに挟まれた状態では， 2本の内の一方の
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●、一緊急停止スイッチ

形式3

こぎ胴開放レバー

•、
•~ ヽI
緊急停止スイッチ

形式4

こぎ胴カバー
・ドー開閉スイッチ

図 6 こぎ胴開放レバー一覧

Fig. 6 A list of levers opening the threshing unit 

レバーに手が届かないことが容易に想定される。そのた

め，形式2では片手が挟まれた状態でこぎ胴を開放する

ことは困難であると推察された。また形式 3, 4に関し

ても，左手を挟まれて機体の後方で停止した場合など，

状況によってはこぎ胴開放レバーやこぎ胴カバー開閉ス

ィッチに手が届かないことから，こぎ胴を開放できない

ことが懸念される。以上より，形式 2,3, 4のこぎ胴開

放レバーは，手がフィードチェンに挟まれた際にこぎ胴

を開放できない可能性があるため，形式の変更もしくは

手を容易に抜き取れる構造の導入が必要である。なお，

形式 lに関しても，前述の 1.で明らかになった操作力の

問題を解決する必要がある。

3. こぎ胴ブレーキの搭載

結果を表2に示す。最も導入コストが低い方式 1にお

いては，緊急停止ボタンを押下してからこぎ胴停止まで

の時間が 1.77sであり，こぎ胴ブレーキがない場合と比

較して停止時間の短縮が確認された。しかし最もコスト

がかかり，制動力が高いと考えられる方式 3において

も，こぎ胴停止までの時間が 1.10sと，フィードチェン

停止までの時間 0.16sを大幅に超えており，こぎ胴ブ

レーキを導入しても，重傷化を防止できないと推察され

た。従って，ブレーキの搭載によるコストの増加，小型

機種への搭載が困難であること等をふまえ，合理的な安

全機能の追加ではないと考えられた。

表 2 緊急停止ボタン押下からこぎ胴停止までの時間

Table 2 Time between pressing emergency stop button 

and stopping the threshing unit 

こぎ胴回転数 ブレーキなし ブレーキあり
(rpm) (s) (s) 

方式 1 505 2.21 1. 77 

方式2 457 - 2.17 

方式3 372 1.10 

※こぎ胴の前後で回転数が異なるものは前の値を記す

4. 試作要件の追加

Lの結果から，女性の持上げ力を考慮すると，現在の

コンバインのこぎ胴開放レバーの操作力では重く，

50~60N以下に抑えることが望まれる。しかし，大型機

のように搭載しているこぎ胴が大きくなると，こぎ胴開

放レバーの操作力を軽くすることで，こぎ胴が作業中に

開放してしまう可能性があり，安易に操作力を低減すれ

ば良いわけではない。

また 1.と2.の結果から，片方の手がフィードチェン

に挟まれた場合，こぎ胴開放レバーやこぎ胴開放スイッ

チの形式によっては，それらに手が届かないために挟

まった手を解放できないことが想定された。さらに，こ

ぎ胴開放レバーが高い位置にあることで，そもそも手が

届かない人が存在する可能性があることもわかった。こ

ぎ胴開放レバーの形式やその設置高さは，緊急停止ボタ

ンの設置位置よりも，機体寸法上の制約を受けるため，

容易に変更することができない。

3. の結果から，緊急停止装置が作動すると同時にブ

レーキでこぎ胴を止める方式は，想定される費用に対し

て，大きな効果が期待できないことがわかった。

上記 1.2. 3. の結果から，最終試作機には緊急停止装置

の作動と同時にこぎ胴カバーあるいは挟やく拝を開放す

ることで，こぎ胴開放レバーの操作力や高さの如何によ

らず，即座に挟まれた手や腕を解放できる機構を搭載す

ることとした。さらには手や腕が巻き込まれる恐れがな

い機構についても検討し，開発要件として第 1報で定め

た「こぎ胴カバーを片方の手で開放できること」を「緊

急停止ボタンの操作により，こぎ胴カバーあるいは挟や

＜枠が開放されること。または，手が巻き込まれる恐れ

がない手こぎ作業方法とすること」に修正した。

5. 最終試作機の開発

最終試作機の外観図を図 7に，諸元とフィードチェン

停止距離に係る構成要素について表3に示す。最終試作

機では，通常作業型，片手操作型，両手操作型の 3種を
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図 7 最終試作機の外観図

Fig. 7 Final prototype threshing machines 

表 3 最終試作機の諸元と構成

Table 3 Specifications and components of final prototype 

threshing machines 

A-2 B-2 C-2 D-2 

刈取条数 6 4 6 5 
定格出力 (kW) 66 2 49 3 71.7 53 3 
定格回転数 (rpm) 2600 2700 2600 2200 
手こぎ時の回転数 (rpm) 1700 2430 2600 2200 

フィードチェンの駆動方法 機械式機械式 HST 機械式

フィードチェン低速度段の設置 あり あり なし あり

以下のような構造で試作した。

通常作業型 (A-2,B-2機）：手こぎ手法は従来通りで，

緊急停止ボタンを押すと，エンジンの即時停止とともに

フィ ー ドチェン駆動ギャケースに設けたクラッチを遮断

して， フィ ー ドチェンを即時に停止させる。それと同時

にモータが作動し，こぎ胴カバー (A-2機）もしくは挟

やく梓 (B-2機）を開放する。

片手操作型 (C-2機）：手こぎ部に配置したイネ載せ

バーを手前に倒すことでコンバインが手こぎ作業可能な

状態となる。手こぎ作業位置左方に設置したボタンを押

している間だけフィードチェンが駆動し，緊急停止ボタ

ンを押すと，搬送 HSTをニュ ー トラルにしてフィード

チェンを即時に停止させる。 さらに脱穀部にある直動シ

表 4 最終試作機のフィードチェン停止距離

Table 4 Stopping distance of feed-chain on final prototype 

threshing machines 

A-2 B-2 C-2 D-2 

基準距離 (mm) 264 240 259 480 
停止距離 (mm) 100 146 67 226 
残存距離 (mm) 164 94 192 254 
搬送速度 (mm/s) 430 650 330 440 

余裕時間 (s) 0.38 0 15 0.58 0 58 

リンダがモータにより上方に作動し，こぎ胴カバーの

ロックが解除されて，ガススプリングと前述のシリンダ

の力でこぎ胴カバーを開放する。

両手操作型 (D-2機）：右手で手こぎ操作ハンドルを

イネの上からフィ ー ドチェンに押さえつけ，左手で手こ

ぎ作業位置左方に設置したボタンを押すとフィ ー ドチェ

ンが駆動し， どちらかを離すと停止する。

こぎ胴突起物前端までの残存距離は，手こぎ作業時の

フィ ー ドチェン搬送速度を低下させたことや基準距離の

延長等によりおおむね改善され，第 1報の試作機よりも

こぎ胴突起物前端到達までの余裕時間が最大で 0.57s改

善した（表4)。

また，試作 1号機において未達成であった開発要件の
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内，「緊急停止ボタンは赤色で背景を黄色にすること」，

「緊急停止ボタンは NC(Normally Closed)接点とする

こと」について，前者は機体色によらず視認性に問題が

ないことを確認し，後者はその機能が正常に動作するこ

とを確認した。

要件 4を満たすために試作した 3種の方式について，

こぎ胴ブレーキは搭載せず，こぎ胴カバーあるいは挟や

＜梓の開放機能を付加することで挟まれた手を容易に抜

き取れる可能性が確認され，重傷化防止に対して有効で

あると推察された。 C-2機の片手操作に関しては，手が

巻き込まれた際にボタンを離すことで容易にフィード

チェンが止まる点では有効に機能したが，イネを右手の

みで搬送する必要があり，作業性に課題が認められた。

D-2機では，手を挟まれる可能性がない代わりに作業性

の低下が懸念されたものの，一度に比較的多めのイネを

供給することが可能であるため，大幅な能率低下には至

らないと推察された。

IV 摘要

自脱コンバインの手こぎ作業中に発生する巻き込まれ

事故の重傷化を防止するための装置を開発する。こぎ胴

カバーを片手で開放できる仕様にするべく，女性を被験

者として持上げ力と市販されている自脱コンバインのこ

ぎ胴開放レバーの操作力を測定した。さらに， こぎ胴開

放レバーの持つ形状面における課題を明らかにするた

め，市販機の調査を行った。加えて，こぎ胴にブレーキ

を搭載し，その効果を確認した。これらの結果をふまえ，

最終試作機の開発し，稲ワラを用いて手こぎ作業を行い，

実用性を評価した。得られた知見は以下のとおりであ

る。

1) こぎ胴開放レバーの操作力は 50-60N以下であるこ

とが望ましいと判断された。しかし， 2条刈のような

小型の機種を除けば，市販機ではほとんどの機種で

こぎ胴開放レバーの操作力が 60N以上であり，女性

にとって現在の操作力では開放が困難であると考え

られた。また，小柄な高齢女性ではこぎ胴開放レバー

に手が届かない可能性も考えられた。

2) こぎ胴カバーを開放する形式には市販機で 4種のも

のが確認された。こぎ胴カバーの前方から後方にか

けて長い横向きのレバーが 1本ある形式を除く 3種

では，片手がフィードチェンに挟まれた状態では，こ

ぎ胴開放レバーやこぎ胴カバー開閉スイッチに手が

届かないことが懸念された。

3) こぎ胴ブレーキの最も導入コストが低い方式におい

ては，緊急停止装置を作動させてからこぎ胴停止ま

での時間が 1.77sであり，こぎ胴ブレーキがない場

合と比較して 0.44sの停止時間短縮が確認された。

しかし最もコストがかかり，制動力が高いと考えら

れる方式においても，こぎ胴停止までの時間が 1.10s

と，フィードチェン停止までの時間 0.16sを大幅に

超えており，こぎ胴ブレーキを導入しても，重傷化を

防止できないと推察された。

4)最終試作機として，「通常作業型」，「片手操作型」，「両

手操作型」の 3方式を試作した。「通常作業型」，「片

手操作型」では，こぎ胴ブレーキを搭載せず，こぎ胴

カバーあるいは挟やく梓の開放機能を付加すること

で挟まれた手を容易に抜き取れる可能性が確認され，

重傷化防止に対して有効であると推察された。手を

挟まれる可能性がない「両手操作型」では，作業性の

低下が懸念されたものの，一度に比較的多めのイネ

を供給することが可能であるため，大幅な能率低下

には至らないと推察された。
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