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技術論文 農業食料工学会誌 79(6):502~508, 2017 

主幹形ウンシュウミカン樹に適する着果管理機械の

試作開発と作業性の評価

—振動摘らい機と摘果剤局所散布機の開発ー一

川崎陽一郎*l↑．竹岡賢二*2. 塩田俊*2

要旨

主幹形ウンシュウミカン樹の着果管理の内，摘らいと摘果の効率をあげるため，小果実類に用いる振動

収穫機を改造した振動摘らい機と，摘果では急傾斜地テラス園の狭い作業道幅に適合する小型クローラ

型防除機を改造した摘果剤局所散布機を試作開発し，作業効率を検証した。摘らい機の摘らい速度は，人

力摘らいに比較して 25.5倍であり省力化が明らかになった。摘果作業では，試作開発した摘果剤を横縞

状に局所散布できる摘果剤局所散布機の利用で慣行の人力間引き摘果に比べて作業時間を 3%に削減で

き，その精度も高かった。

［キーワード］主幹形ミカン，着果管理，摘らい，作業時間，振動収穫機

Development of Prototype Machinery for Fruit Setting Management Machine 

and the Evaluation of Its Workability, 

for Central Leader Trained Satsuma Mandarin Orange Trees 

- Development of Vibration Dis budding Machine and Local Area 

Spraying Machine for Fruit Thinning Agent― 

Yoichiro KAW ASAKI*1↑, Kenji T AKEOKA *2, Takashi SHIODA *2 

Abstract 

To improve efficiency of fruiting-management of central leader type Satsuma mandarin orange trees, 

we developed vibrating disbudding machine by remodeling the vibrating harvester for small fruits and 

local spraying machine, remodeled from small crawler that fits in small steep terrace garden. We 

examined the working efficiency, using pest control spray machine 

For disbudding labor, speed of disbudding machine was 25.5 times higher than that of manual thinning, 

and labor saving was clearly evident. For disbudding work, we used prototype spray agents for fruit 

thinning and sprayed locally the agents in lateral stripe by local area spraying machine. Compared to 

traditional manual thinning practices, using pest control spray method reduced the working hours to just 

3 % of manual practices. 

[Keywords] central leader trained Satsuma mandarin, fruit setting management, disbudding, working hours, vibration crop 
machine 

I緒言

広島県の瀬戸内海沿岸島しょ部は，温暖な気候条件と

傾斜地の排水性を活かしたカンキツ産地となっている。

しかし，斜度 15° 以上の急傾斜地が約 8割を占めてお

り，基盤整備が進まず，階段テラス園に枝が横に展開し

*1 会員広島県立総合技術研究所農業技術センター果樹研究部(〒739-2402広島県東広島市安芸津町三津2835 TEL 0846-45-1225) 
Fruit Tree Research Division Agricultural Technology Research Center, Hiroshima Prefectural Technology Research Institute, 2835, Mitsu, 
Akitsu-cho, Higashihiroshima-shi. Hiroshima, 739-2402, Japan 

*2 同上
t Corresponding author: y-kawasaki8414l@pref.hiroshima.lg.jp 
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た開心自然形の樹が栽植されている。このため，樹冠の

拡大に伴い，機械化はもとより狭い作業道（以下，通路

と記す）の設置も困難な状況である。

中元ら (2005)は，急傾斜地の狭いテラス面であって

も，高さ 2.2m,樹幅 1.2mを基本とする主幹形ウンシュ

ウミカン樹を植栽すると法面内側に通路を確保できると

した。そこで，狭いテラス面の通路にウンシュウミカン

主幹形樹を栽植し， 0.7-0.9mの通路を確保した園で着

果管理の機械化について検討した。

ウンシュウミカンの管理作業のうち，多くの時間を費

やすのは，防除作業や収穫作業に続き，摘果をはじめと

した着果管理である。

着果管理について，奥田 (1996)は，摘らいと摘果は，

生育中の適正葉果比の維持のため重要作業であり，幼木

の育成期や結実期の確実な実行が連年安定生産につなが

るとしている。また，岩崎 (1966)は，摘果を早く行う

ほど効果が大であり，つぼみの時期に行うのが最もよい

が， ミカンでは必要数の 40-50倍以上着花し開花前の

つぼみの段階で除去しておくことは容易でないとしてい

る。

摘らいについて奥田 (1996) は，摘果剤の使用も考え

られるが，樹勢を生理的に低下させる作用もあり，成木

樹齢までの使用は，高糖系ウンシュウ等の樹勢の強い品

種を除いて控えるべきとしている。

そこで，樹勢に生理的に影響を及ぼさない様に，機械

を使って物理的に摘らいを行う方法として，ウメやオ

リープなどで使用されている振動収穫機の利用を考え

た。

次に，摘果について奥田 (1996)が開発した枝別全摘

果法は， 1樹内の側枝を 2つのグループに類別し，一方

の果実は病虫害果等を除き全果を着果させるが， もう一

方の果実は全部摘果して 1樹内に両グループを混在させ

る摘果法でありこれにより，着果負担が樹の半分にな

り全摘果した枝に翌年の母枝が確保され隔年結果が抑制

されると報告している。

しかし，枝別全摘果は通常人力で行われているため機

械を開発することによりさらに省力摘果が可能になる

と考えられる。

現在，ウンシュウミカンの人力以外の摘らいの方法は，

高圧水流を用いて専用摘らいノズルで枝に沿って除去し

ていく方法を市ノ木山 (2016)が報告している。 しかし，

省力効果は 50%程度であり， 1樹 1ヶ所の作用で作業を

完了する専用の機械は開発されていない。また，摘果で

は人力あるいは樹全体または樹の一部への摘果剤散布で

行われているが主幹形ウンシュウミカン樹に対しての

局所散布用の枝別全摘果の機械は存在しない。

そこで，本報告では，ウンシュウミカン主幹形幼木樹

の摘らい作業を対象に，三木ら (1971)がオリープで実

験した小果実等で使われている振動収穫機を利用して主

幹を振動することによって摘らいが可能になるように改

図 1 広島県豊田郡大崎上島町の（ノウ）シ トラスかみ

じまの概観

Fig. 1 General view of Citrus Kamijima, located in Osaki 

Kamijima-cho, Toyota-gun, Hiroshima 

造した振動摘らい機（以下，摘らい機と記す）を開発し

た。

また，摘果作業では，主幹形ウンシュウミカン樹の枝

別全摘果が摘果剤散布で可能になるようにクロ ーラ型防

除機のノズル部分を改造し，直立した樹に横縞上に摘果

剤を局所散布する主幹形ウンシュウミカン樹用枝別全摘

果のための散布機（以下，摘果剤局所散布機と記す）を

開発した。これらの開発した機械を用いて， 着果管理作

業に及ぼす影響を調査し，幾つかの知見を得たので報告

する。

II 実験材料

1. 供試園

実験は，広島県豊田郡大崎上島町にある「農事組合法

人（以下，（ノウ））シトラスかみじま」の約 lhaの急傾

斜地テラス圏で行った（固 1)。固地の平均斜度は 26゚で

山なりに造成されている。園内道の幅員は 1.8m, 平均

斜度は 13゚ であり，樹が栽植されたテラス面には

0.7-0.9mの通路が等高線と平行に配置されている。

2. 供試樹

カラタチ台 4年生樹 (2015年）のウンシュウミカン‘石

地を用いた。平均樹高は 2.2m,平均樹幅は 1.2m,株間

は1.5m,樹列間の距離は約 2.2mである。

III 実験方法

1. 摘らい作業の機械化（実験 1)

実験に用いた機械は，振動収穫機（株式会社ニッカリ

商品名シェーカー， BS-201)の枝に引っ掛けるフックの

部分を改造した機械を供試した。本機はクランク機構を

利用した手持ち式の摘らい機であり ，フックを枝にかけ
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て枝を振動させて，摘らいを行う（図 2)。

エンジンは三菱重工業株式会社製 (TB23PSD), 排気

量 22.5mL,質量は 8kgでシャフト全長は 1770mmで

あり，回転数は最大 7000rpmで使用する。減速比が

8.67で， 1分間の最大ストロ ーク数（振動数）は 807回で

13.5Hzである。この摘らい機を用いた摘らいの省力効

果を明らかにするため，着らい期から開花期に主幹形ウ

ンシュウミカン樹への適応性について検討した。その結

果，摘らい機でミカン樹を振動させる主幹の幹径に比較

して，フックの内径が大きすぎたため，主幹へ振動がう

まく伝わらなかったり，樹皮に傷がつくという問題点が

あった。そこで，改良のために，フックの内部径が幹径

に適合する金具（ユニクロアイボルト，内径 3.5cmの外

図 2 振動摘らい機

Fig. 2 Vibrating disbudding machine 

周を 3cmを切断して，フックとしクッションテープを

巻いた）を作成し装着した（図 3)。摘らい機の処理振動

数は，最大数 (13.5Hz)で使用した。実験は，振動させ

落下させるつぼみの生育ステージによる摘らい効果の影

響を調査するため 5 月 7~ 14 日の期間のうち 4 日行っ

た。また， 5月8日には人力摘らいとの作業性を比較し

た。処理区は，摘らい機で樹全体を摘らいする摘らい機

区（図 4)および樹全体を人力で摘らいする人力摘らい

区とした。

各処理区は，実験前のつぽみに何の処理も加えていな

い時期に供試樹の全着らい数を調査し，摘らい機で振動

を5月7日， 8日は 30秒間行った。その 2日間の調査

で， 10秒間以上は振動しても目視により落らいが認めら

れなかったので 5月11日， 14日は 10秒間振動した。各

調査日の振動後に残存する着らい数を調査した。人力

摘らい区は全てのつぼみを人力で除去した。実験は1区

l樹 3反復とした。調査項目は，摘らい前の全着らい数，

摘らい時間，摘らい後の残着らい数（摘らい機区）およ

び作業時心拍数とした。心拍数の測定には，携帯用心拍

記録装置 (Polar社製 RS800CXTM) を用いた。

2. 摘果作業の機械化（実験2)

実験2で用いた機械は，通路幅 90cm以下の作業道に

対応するため，安全，低重心かつ小回りの利く株式会社

丸山製作所のクローラ型防除機 (MRS40H-152) に以下

の改造を施した。

図 3 摘らい機の主幹振動接続部のフックの改良の様子（左；現状の振動収穫機の樹との接触部の

フックにウレタンを巻いたもの，右；改良した接触部）

Fig. 3 Picture of improved hook for joint area of chief editor vibration part of disbudding machine. 

(the left: urethane wrapped around the hook part of vibration crop machine coming into 

contact with the tree, the right the contact part that was improved) 
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図 4 摘らい機の使用状況

Fig. 4 The working condition of disbudding machine 

本機の諸元は，車体全長 1520mm, 車体幅 510mm,

クローラ幅 390mm,機体質量 191kg, タンク容量 150L

の小型クローラ型防除機で， 3.4kWの4サイクルエンジ

ンによって車両走行部と動力噴霧機（給水量 25L

min-1)を駆動する。これに，川崎ら (2015)が開発した

主幹形ウンシュウミカン樹用のフレームとノズルを装着

した。さらに，ノズル（ヤマホ工業株式会社製 N-KF型

噴霧角度 20゚最大飛距離 6-7m, 噴霧圧力 2.5MPa)を

取付部 8か所のうち 2つおきに 90cm間隔で上中下 3ヵ

所に取り付け， ドリフト防止のためラッパ型フード （ヤ

マホ工業株式会社製 SV-23-40K横 32cm, 縦 13cm, 高

さ15cm)をノズルの外周に設置し，横縞状の局所散布

を可能にする散布器具のフレームを作成した。このよう

に，摘果剤を樹の側面に局所散布できるフレームを装着

した摘果剤局所散布機を作成した （図5)。

処理区は，摘果剤局所散布機区枝別全摘果を人力で

行う枝別全摘果区（以下，枝別全摘果区と記す），および

人力による慣行の間引き摘果区（以下，慣行区と記す）

とした。その年，実験前に何の着果管理も加えられてい

ない実験樹について，処理前の 2015年 6月 15日に，調

査樹の全着果数を調査した後に，以下の処理を行った。

摘果剤局所散布機区は， 2015年 6月15日に摘果剤 (1-

ナフタレン酢酸ナトリウム，商品名；ターム水溶剤）

1500倍を散布した（図 5)。枝別全摘果区は， 6月29日

に樹の最下部から数えて，奇数番目の側枝を全摘果し，

樹の側枝数の半分を未着果枝とした。慣行区は 7月22

三

図 5 摘果剤局所散布機

Fig. 5 Improved fruit thinning chemical spray agents 

日に，葉果比 25で慣行の間引き摘果を行った。実験は，

1区 15樹 3反復とした。同日に各区の処理後に残果数

を数え，摘果率を算出した。その他，摘果作業時間と，

作業時心拍数を調査した。なお，心拍数の測定方法は実

験 lと同様とした。さらに， 11月 17,19日の収穫後，各

処理区の果実重を計測し収量を調査した。

IV 結果

1. 摘らい作業の機械化（実験 1)

5月7日， 8日に振動時間 30秒間で調査した結果，摘

らい機の振動による落らいは目視での観察の結果，振動

開始後 10秒間で終了したため， 11日，14日の調査は 10

秒間の振動時間とした。その結果，摘らい機の開花前の

1週間の振動時期の違いによる摘らい速度は 24.5~42.3

個／秒で，摘らい率（摘らい前の樹の全着らい数に対する

摘らいしたつぼみ数の割合を％表示した値を摘らい率

とした）は 37.5~43.0%で開花前のつぼみの生育ステー

ジによって処理区間に有意な差は認めらず同程度であっ

た（表 1)。

摘らい機区と人力摘らい区の摘らい速度を 5月8日に

比較した。摘らい速度は摘らい機区は 24.5個／秒で人力

摘らい区の 0.957個／秒に比較して 25.5倍で有意に速

かった（表2)。

なお，摘らい機区は 30秒の振動で樹全着らい数の

40.6%が摘らいできた。
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表 1 摘らい機の使用時期が作業性に及ぼす影響

Table 1 Effect of vibrating time of disbudding machine's workability 

使用時期 着らい数Z 摘らい時間 摘らい速度 摘らい率y

（開花ステージ） （個／樹） （分：秒） （個／秒） （％） 

5月7日（満開8日前） 1958 00: 30 25.6ax 39.2ax 

5月8日（満開7日前） 1723 00: 30 24.5a 40.6a 

5月11日（満開4日前） 1093 00: 10 41.0a 37.5a 

5月14日（満開前日） 982 00: 10 42.3a 43.0a 

Z各区 l樹3反復とした。
y摘らい率は arcsin変換後に検定
x異符号間に Tukeyの多重検定において 1%水準で有意差あり (n=3)満開期は
2015年5月15日

表 2 摘らい機の利用が作業性に及ぼす影響

Table 2 Effect of the disbudding machine's utilization upon workability 

処理区 着らい数z 摘らい時間 摘らい速度 同左 摘らい率 心拍数
（個／樹） （分：秒） （個／秒） 指数 （％） （拍／分）

摘らい機区 1723 00: 30 24.5aY (25.5) 40.6 123.QaY 
人力摘らい区 1363 24: 51 0.957b (1.0) 100.0 120.7a 

z 2015年5月8日調査，各区 1樹3反復調査
Yt検定により，異符号間において5%水準で有意差あり (n=3)

表 3 摘果方法の違いが作業性に及ぽす影響

Table 3 The influence that the difference in fruit thinning method 

gives to workability 

処理区 作業時間 同左 心拍数 摘果率z 収量

（分：秒） 指数 拍／分 (%) (kg/樹）

慣行区（対照） 46: Olay (100) 88.6aY 42.6紺 9.9aY 
枝別全摘果区 37 : 12a (81) 103. 6bc 51. 7a 7. 3b 
摘果剤局所散布機区 01: 24b (3) 109.7c 66.0a 7.0b 

注）試験は（ノウ）シトラスかみじま， K園で実施， 1区15樹3反復
6月15日摘果剤局所散布機， 6月29日枝別摘果， 7月22日慣行間引き摘果
作業者：男性 ・63歳・ 169cm・63kg
Z摘果率はarcsin変換後に検定
y異符号間にTukeyの多重検定において 1%水準で有意差あり

2. 摘果作業の機械化（実験2) 布機区は 109.7拍／分であり摘果剤局所散布機区は枝別

全摘果区とは有意な差が認めらず同程度であったが，慣

行区との比較では有意な差で多かった。収量は，慣行区

が 9.9kg/樹，枝別全摘果区が 7.7kg/樹，摘果剤局所散

布機区は 7.0kg/樹であった。枝別全摘果区と摘果剤局

所散布機区の収量は有意な差はなく同程度であったが，

両区とも慣行区と比較すると有意に低かった。

15樹当たりの摘果作業時間は，慣行区の 46分 1秒に

比較して，枝別全摘果区では 37分 12秒と 20%短くなっ

たが，有意な差は認められず同程度であった（表 3)。

一方，摘果剤局所散布機区の作業時間は， 1分24秒で，

慣行区と比較して 1%水準で有意に短く， 97%の削減効

果が認められた（表3)。1果当たりの摘果速度は，慣行

区が 0.17果／秒，枝別全摘果区が 0.22果／秒で有意な差

は無く同程度であったが，摘果剤局所散布機区は 22.6果

／秒で，人力の両摘果区に比較して有意に速かった。摘

果率（摘果前の樹の全着果数に対する摘果した果実数の

割合を％表示した値を摘果率とした）は，慣行区の 42.6

％に比較して枝別全摘果区は 51.7%, 摘果剤局所散布機

区は 66.0%であり，処理区間に有意な差は認められず同

程度であった（表3)。摘果作業時の心拍数は，慣行区が

88.6拍／分，枝別全摘果区が 103.6拍／分，摘果剤局所散

v考察

川崎ら (2015) は，主幹形ウンシュウミカン樹の育苗

方法は 1年で主幹をまっすぐに樹高 180cmまで伸ば

し，主幹から出た長さ約 60cmの側枝を 25本程度発生

させて，樹冠を円筒形に仕立てた樹形であり，慣行の開

心自然形と比較すると，樹幅が狭いため通路を確保しや

すく農薬散布や各種作業の省カ・軽労化が期待され，密

植栽培が可能で早期多収であるとしている。
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本報告では，この主幹形ウンシュウミカン樹の栽植さ

れた園の 0.7~0.9mの通路で機械を利用した着果管理

の効率化について調査した。着果管理のうち，摘らいに

ついて栽植 2年目および3年目の樹勢が弱い主幹形樹で

は樹冠形成のために未着果としているので，着生したっ

ぼみの 40%程度を開花時期までに摘らいして， 7月末ま

でに残った幼果を全摘果することが望ましい。しかし，

本報告に記載のとおりこの作業は， 1樹当たり， 1500個

程度のつぼみが着生するため，人力による摘らいでは，

樹の 40%の600個程度の摘らいに 10分程度を要し， 1

人 1日当たり 7時間行っても 40樹程度しか処理できな

ぃ。したがって， 10a当たり 240樹の栽植では，約 1週

間分の作業量となるため，人力摘らいは現実的ではない。

一方，摘らい機で同じ作業を行った場合， 10秒／樹X240

樹となり振動時間は 40分で移動時間を含めても 1人半

日で実施できる。また，摘らいに有効な期間は限られて

いるため，適期に作業が行える長所がある。

摘らい機の 1樹当たりの作業時間は， 5月7日， 8日は

30秒間で， 5月11日， 14日は 10秒間であるが，摘らい

率に有意な差がなく同程度だったことから， 10秒間が適

当であると考えられ，開発した摘らい機を利用して摘ら

い作業を行うと， 10秒間で樹の 40%程度を摘らいでき

る。そのため摘らい機を利用して開花時期までに 40%

の摘らいを行い，その後は生理落果の終了する 7月中旬

までに順次摘果してその年の全摘果を完了することがで

きる。

また，この方法は主幹形の定植 1年目の苗について，

その年に収穫しない前提であっても開花期以後の幼果の

時期に多少果実が残った方が果実の重みで側枝が下方誘

引の代わりとなり，側枝が主幹に対して垂直に近い理想

としている魚の骨格のような樹形が形成されやすいこと

とも合致している。

摘果作業の省力化のための摘果剤の使用について，奥

田 (1996)は，樹の着果負担を軽減して，光合成によっ

て生産された炭水化物を翌年の花芽の充実に利用するた

めには，有効であるが，散布時期の果実横径などの生育

状況や温度・日照などの天候によっては，散布しても摘

果効果が消失したり，すべての果実が落果してしまう場

合があるなど効果が不安定であると報告している。

そこで，主幹形ウンシュウミカン樹において，この枝

別全摘果を省力的に行うための，摘果剤の局所散布機具

としてクローラ型防除機を用い摘果剤を樹に横縞状に部

分的に散布し，摘果省力化の知見を得た。

ただし，本報告では，供試樹としてウンシュウミカン

‘石地を用い摘果剤を使用した。本品種は 6月後半の間

引き摘果の時期に使用しても全摘果の効果が出やすい品

種であり，全摘果したい部分だけに局所散布することで

その目的を達することが6月後半にできた。しかし，他

の品種では，薬剤の散布適期の検討が必要である。

摘果剤局所散布機による摘果の精度である摘果率66.0

％は，奥田 (1996)が，樹の全側枝の半分を 7月末まで

に確実に全摘果する枝別全摘果区の摘果率 51.7%と有

意な差が生じず同程度であったことから，問題ないと考

えられる。

さらに，本報告での供試樹である‘石地＇の摘果につい

て，長谷川ら (2004)は，翌年の着花数を多く確保する

には通常の品種よりも 1ヵ月早い 6月下旬に，通常の摘

果率50%よりも強い摘果をする必要があるが， 6月下旬

は生理落果中であるため，枝別摘果が不可欠であると報

告している。本報告の実験結果では，摘果剤局所散布機

区の摘果率は 66.0%であったことから，‘石地’の翌年の

着花数を確保するために適切であったと考えられる。

また，今回比較した各処理区の摘果時の心拍数は，摘

果剤局所散布機区と枝別全摘果区では，有意な差がな

かったが，慣行区との比較では高かった。摘果剤局所散

布機区は，防除着を着用したためと考えるが，作業時間

ば慣行区に比較して 3%と非常に短く問題ないレベルと

考えられる。

本報告で用いた摘らい用の振動収穫機の本体は既存の

製品を用いたが，今後は摘らい機の小型化及び軽量化に

よりさらに軽労働化が可能になると考える。また，摘果

剤局所散布機で横縞状に摘果剤を部分散布した効果を確

実にするためには，園の樹全体の生育ステージを均ーに

し，摘果剤散布適期を揃えることが大切である。

VI 摘要

1)主幹形ウンシュウミカン樹が栽植された急傾斜地階

段畑のテラス面に設置された幅0.7~0.9mの通路で

利用できる振動摘らい機および摘果剤局所散布機を

試作し，広島県豊田郡大崎上島町の（ノウ）シトラス

かみじまの圃場で作業の省力化と軽労化を検証した。

2)摘らい機の振動による摘らい効果は，振動 10秒と 30

秒の振動時間による摘らい率に差はなく， 10秒で十

分であると考えられた。

3)摘らい速度は，人力摘らい区では 0.957個／秒に比較

して，摘らい機区は 30秒の振動で樹全つぽみの 40.6

％が摘らいでき省力化できた。摘らい速度は 24.5個

／秒であった。

4)摘果作業では，クローラ型防除機のノズルにドリフ

ト防止のためのノズルカバーを着けたノズルを利用

して摘果剤を局所散布（横縞状散布）する摘果剤局所

散布機を試作した。摘果剤局所散布機区の作業時間

は慣行間引き摘果区の 3%であり， 1%水準で有意に

短く，精度も高かった。

5)以上の結果から，摘らい機を用いると，摘らいの作業

速度は人力摘らいに比較して 25.5倍であり，摘果剤

局所散布機を用いると摘果作業時間ば慣行摘果に比

較して 3%と大幅な削減効果が認められた。
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