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開発した暖地タマネギ用収穫・調製作業体系の性能と

作業性ならびに軽労化の効果

西村融典・十川和士・西田 剛1) • 竹林真治2)
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Performance and labor-saving benefits of a newly developed system for the harvest and 

postharvest handling of warm climate onions 

Hironori NISHIMURA, Kazushi SOGOU, Takashi NISHIDA1, Shinji TAKEBAYASHI2 
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Abstract 

1. We have developed a tractor-mounted harvester and dedicated flexible hopper, and a new system that combines 

this equipment with existing postharvest handling equipment to reduce the labor involved in the harvest and 

postharvest handling of warm-climate onions. 

2. The harvester was capable of high-speed harvesting at 0.26 mis and of harvesting onions cultivated using 

plastic mulch. When onion bed shape and tractor wheel spacing were matched, crop injury rate was below 1%, 

and harvest loss was below 2.5%. 

3. The new system combining the harvester and hopper (flexible intermediate bulk container) with postharvest 

handling equipment enabled efficient harvest, conveyance and unloading of onions. Compared with labor input 

of 49-63 labor-hours/lOa for conventional manual harvesting into small containers, labor input with the new 

system was 31-33 labor-hours/lOa, representing a saving in labor of 32-53%. 

4. All physical tasks under the new system were either light or medium. The new system lightened overall 

physical demands of harvesting by reducing the amount of heavy labor in the form of lifting and carrying that 

is involved in conventional manual harvesting. 

摘要

1. 暖地タマネギの収穫・調製作業の省力化を図るため，

トラクタ装着式の収穫機と収穫機専用の収納容器を開

発するとともに，既開発の調製機等を組み合わせた新

たな収穫・調製作業体系を確立した。

2. 収穫機は0.26m/sの高速作業が可能でマルチ栽培に

も対応可能であった。また， トラクタ車輪の内幅と畝

形状を適正に設定すれば，傷玉率は 1%以下，収穫ロ

ス率は2.5%以下であった。

3. 収穫機と収納容器および調製機等を組み合わせた新

体系は，収納容器（フレコン）を利用したタマネギの

収納，運搬，排出が効率かつ能率的に行えた。新体系

の労働時間は31~33人 ・h/lOaで，小型コンテナを利

用する慣行の人力体系の労働時間49~63人 ・h/lOaに

対し68~47%に削減できた。

4. 新体系の各作業における作業負担度は，すべて軽～

1)香川県農業生産流通課， 2)香川県東讃農業改善普及センター



2
 

中作業であった。人力体系では強作業であった「搬

出・運搬作業」の作業負担が軽減され，収穫作業全体

を通じた軽労化の効果が認められた。

緒 言

タマネギは全国で25,800ha(2016年）が作付けされて

おり， うち約 6割が北海道で栽培されている。北海道で

は畑地向けの大型機械化体系が確立され生産量が安定し

ているが（竹中3))' 水田裏作での栽培が中心である香

川県や他の府県の産地では，特に収穫・調製作業の省力

化の面でいくつか課題が残されており，近年の価格低迷

ともあいまって生産量が急速に減少している。

まず，一つ目の課題として調製作業がある。収穫後の

葉切り・根切り作業については， これまで高性能かつ高

能率な調製機が開発利用されておらず，生産現場では依

然として鋏を使った人力作業が行われており，多大な時

間と労力を要している。特に，タマネギを乾燥せずに青

切りで出荷する体系では圃場の中で作業を行うことが多

く，天候に左右される作業となっている。

もう一つの課題として作業者の労働負担の問題があ

る。府県においては平成12年以降，歩行形収穫機やピッ

カーなど小型機械の普及が進んだが，収穫時の収納・運

搬に使われる容器は容量約20kgの小型コンテナが主流

である。このため， 10a当たり 4~ 6t (コンテナ数250

~350個）に及ぶ収穫物の運搬作業（積込み・積降ろし）

は人力に頼らざるを得ず，作業者は大きな負担を強いら

れている。

これら 2つの課題のうち調製作業の機械化について，

筆者らは「平成22~24年度農林水産政策を実現する実用

技術開発事業」において青切りタマネギ用の高能率調製

機を開発し，その性能や利用法について本報第66号（西

村ら！））に報告した。また，作業者の労働負担の課題に

ついては「平成26~27年度攻めの農林水産業の実現に向

けた革新的技術緊急展開事業」において，前記調製機の

利用を前提とした新型収穫機と専用の収納容器を開発し

た（西村2))。

本報では，開発した収穫機や収納容器の概要と，これ

らの開発技術を組み合わせた新たな機械収穫・調製体系

の性能と作業性ならびに軽労化の効果について報告する。

材料および方法

1 . 新型収穫機と収納容器の概要

新型収穫機（以下，収穫機）は，既開発の調製機の切

断精度向上のため，タマネギを葉付き，根付きのまま収

穫することを目的に開発した。また，収納容器は収穫機

にセットしてタマネギを収納し，その後の運搬，貯蔵作

業にも利用することを念頭に開発したものである。

1)収穫機

収穫機の概略を図ー 1に，諸元を表ー 1に示した。

本機は，掘取部，コンベア，収納部からなり， 30馬力

程度のトラクタに装着して使用する。掘取部は先金振動

式のため，水稲跡の粘質かつ稲株等の多い土壌条件に

おいても安定して掘り取りが行える。作業幅は1,050mm

で， 1畝4条植えのタマネギを同時に収穫することがで

きる。コンベアには， コンベアロッドを振動させる装

置を 2カ所設置したほか，土砂等の混入を極力抑えるた

めロッド間隙を43mmと広くした。収納部の容器設置台

は，収穫機後端にヒンジと電動シリンダで固定し，容器

を畝上に降ろす際は，シリンダで荷台を後方に傾斜させ

て滑り落とすようにしている。

2)収納容器

収納容器の概略を図ー 2に，諸元を表ー 2に示した。

＼暖地タマネギの省力的収穫・調製体系の開発

収穫機寸法

同質量

同作業幅

掘取部

コンベア

同ロ ッド

収納部

同支持方法

図ー 1 収穫機の概略

表ー 1 収穫機の諸元

全長 2.7・全幅 1.5・全高 1.3m

488kg 

1,050mm 

先金振動式スポーク長 50mm

コンベア軸間長 1700mm

ロッド間隙 43mm, ロッド径 8mm

荷台傾斜角可変式（片側ヒンジ式）

電動シリンダ



型式

図ー 2 収納容器の概略

表ー 2 収納容器の諸元

角形、自立・折畳み式

寸法・質量・容量 1,000x 1,000 x 600mm, 3.0kg, 600£ 

上面形状 開放型

底面形状 90度 開口式

吊り形状

容器の生地

4点（ロープ固定）

タマネギ収納量

ポリエステル製，メッシュ構造

170kg (青葉） -300kg (枯葉）

新体系（フレコン利用）

① 掘取り・収納

（＊収穫機、＊フレコン）

▽ 

② 圃場外搬出

（フロントローダなど）

▽ 

I③ 
運 搬
（ トラック ） 

▽ 

④ 投入台への移し替え
（フロントローダなど ）

▽ 

⑤ 根葉切り

(*2連式調製機）

▽ 

⑦ 仕上げ・選別

（仕上・選別ライン）

▽ ▽ 
「―-------―-7 l―---―---―-7 

i 青切り出荷 i I 乾燥出荷 i 
＇ ＇ 
e —-------—-~ ＇一---―-----~

3 

本容器は自立 ・折畳み式のフレキシプルコンテナバッ

グ（以下，フレコン）で，生地はポリエステル製，メッ

シュ構造のものを使用している。容量は600Lで；質量

が 3kgと軽いため収穫機への設置交換が 1人で行える。

また，側面 2カ所の紐を解 くことにより底面の約 2/3

が開口し， タマネギが瞬時に排出できるよう構成 してい

る。

フレコンのタマネギ収納量は，約170kg/袋（青葉の

状態） -300kg/袋（枯葉状態）で，必要枚数は，倒伏

直後の葉が完全に青い状態で10a当たり 40枚，完全に枯

れた状態で30枚程度である。

2. 新収穫・調製体系の概要

新収穫 ・調製体系（以下，新体系）は，開発した収穫

機やフレコン，調製機のほか， トラ クタ装着式のフ ロン

トローダなどの荷役機器が必要である。新体系の作業の

流れと人力体系の一例を図ー 3に示した。

新体系の作業手順は以下のとおりである。

①収穫機でタマネギを掘り上げてフレコンに収納し，

人力体系（小型コンテナ利用）

抜き取り l 
▽ 

コンテナ配り I 
▽ 

根葉切リ収納

I （はさみ）

▽ 

圃場外搬出
(1輪車）

▽ 

運 搬 I 
▽ 

▽ 三
▽ 

仕上げ・選別 I 
▽ ▽ 

1---------7 r- —•—- ---, 
i青切り出荷 i i乾燥出荷 i
' '  ' '  , ---------~ 

（注）括弧内は使用する資機材。＊印は開発した資機材。

図ー 3 新体系と人力体系の作業の流れ
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満量になれば畝の上に降ろしていく。

②フロントローダ等を使ってフレコンを圃場外に搬出

し， トラックに積み込む。

③トラックで近くの調製作業場まで運搬する。あるい

はフロントローダで吊り上げたまま調製場まで運搬

する。

④フロントローダやフォークリフトを使ってフレコン

を吊り上げ，底面を開放して調製機の投入台にタマ

ネギを移し替える。

⑤投入台から調製機に人力でタマネギを供給し，根葉

切り処理を行い，フレコンに収納する。

⑥乾燥して出荷する場合は，段積みラックを使ってフ

レコンを積み重ね，乾燥・貯蔵する。

⑦既存の選果ラインで仕上げ調製を行い，出荷する。

3. 収穫機および新収穫・調製体系の性能と作業性なら

びに軽労化の効果

収穫機および新体系の性能，作業性を把握するととも

に新体系の軽労化の効果を人力体系と比較調査した。

調査は農業試験場内で栽培したタマネギを対象に行

い，品種やマルチ被覆の条件の異なる 3つの栽培区を設

けで性能試験を実施した。各栽培区の耕種概要は表ー 3

に示した。

1)試験 1; 収穫機の性能と作業性

収穫機の性能や作業性は， トラクタの車体や車輪内幅

と畝形状との適合の良否のほか，マルチ資材の材質や被

覆方法に影響を受ける。そこで，これらの影響を把握す

るため，まず，収穫時のトラクタの諸元として，車輪内

幅を畝の肩幅と同程度とした場合と肩幅より約16cm広

くした場合の2つの条件を設定した。次に， トラクタ車

体と畝面（タマネギ）との接触の状態として，畝高がト

ラクタの最低地上高（約20cm) より高い場合と低い場

合の2つの条件を設定した。さらにマルチ被覆の条件

として，生分解性マルチを全面被覆した場合非分解性

マルチを天場のみに被覆した場合，マルチ被覆なしの場

合の3つの条件を設定した。試験は前述の3つの栽培区

ごとに実施したが，性能試験時の条件を分かり易くする

ため各栽培区の諸条件を表ー 4に示した。

調査項目として，収穫機の性能については傷玉と収穫

ロス（とりこぽし）の発生状況を調査した。傷玉の判定

は，達観により出荷不可と判断されたものとし， トラク

タや収穫機との接触によって生じた傷玉を重量比率で求

めて傷玉率とした。収穫ロスは，畝溝に落下したりコン

ベアから畝上に落下してフレコンに収納できなかったタ

マネギを回収し，その重量比率で求めて収穫ロス率とし

た。収穫機の作業性については，収穫機へのマルチの絡

み付きや土砂の混入，作業速度等への影響を調査した。

表ー 3 供試タマネギの栽培区分と耕種概要

栽培区分 栽培区 I 栽培区II 栽培区皿

品 種 七宝早生7号 もみじ3号 もみじ3号

畝 幅 150cm 150cm 148cm 

マルチ有無（方式） 有（全面マルチ） 有（天場マルチ） 無

マルチ資材
生分解性 非分解性

（サンバイオXB,黒，無孔，幅150cm) (FC50, 黒，無孔幅95cm)

定 植日 2017/11/16 2017/12/12 2017/12/12 

定植機 4条半自動式 (I社製PVHR4) 4条半自動式 (K社製KP4T) 4条半自動式 (K社製KP4T)

栽植様式 条間24-25-24cm,株間13cm 条間24-24-24cm,株間12cm 条間24-24-24cm,株間12cm

収穫日（試験日） 2018/5/17 2018/6/13 2018/6/13 

栽培面積 19lrr.i 19lrrl 19lrrl 

表ー 4 収穫機性能試験時の諸条件

試験区
畝形状 (cm) トラクタ諸元 (cm) マルチ被覆

肩幅 溝幅 畝高 最低地上高 車輪内幅 材質 被覆法

栽培区 I 95 28 23 20 96 生分解性 全面

栽培区II 95 30 17 20 96 非分解性 天場

栽培区皿 1 96 30 13 20 112 

注 1)畝形状は収穫時の形状。 2) トラクタはM社24馬力を使用。 3)最低地上高は車輪以外の部分の地上高さで

各区共通。



なお，調査対象面積は各栽培区とも 126面（畝長42m

xz畝）とした。

2)試験2:新収穫 ・調製体系の作業性と労働時間

新体系の作業性と各作業別の作業時間および内訳を調

査するとともに作業時間と作業人員の積で表した労働

時間を慣行の人力体系と比較した。

作業は，新体系および人力体系ともに図ー 3に示した

流れに沿って行った。調査対象は，新体系については

「掘取り ・収納」から「根葉切り」まで，人力体系につ

いては「抜き取り」から「運搬」までの作業とした。ま

た「圃場外搬出」と「運搬」は，圃場内での運搬と約

60m離れた調製作業場までの運搬を連続して行い「搬出・

運搬」作業として調査した。

試験は，栽培区 IとIIを対象に行った。調査対象面積

は新体系が各区126面（畝長42mx2畝），人力体系は各

区65面（畝長43mx1畝）とした。

3)試験3; 新収穫・調製体系の作業負担度

新体系の軽労化の効果を確認するため，各作業の作業

負担度（心拍数増加指数）を人力体系と比較した。作業

負担度は，各作業時間中の心拍数を脈拍計付き腕時計

(Mio社製ALPHA2)で15s間隔に測定して平均値を求

め，次式で求めた心拍数増加指数により 1.0以上1.3未満

を軽作業 1.3以上1.5未満を中作業， 1.5以上1.9未満を強

作業に区分した（鶴崎5))。

心拍数増加指数＝作業中の平均心拍数／安静時心拍数

調査対象とした作業者は 3人で，作業員Aは65歳男性で

農業経験5年，作業員Bは61歳男性で農業経験 1年，作

業員Cは53歳女性で農業経験なし，であった。今回の調

査では，一部作業を除き上記の 3人組で作業を行った。

調査は，栽培区 IIを対象に実施した試験 2の調査と

並行して行った。調査対象面積は新体系が126面（畝長

42mx 2畝），人力体系は65面（畝長43mx1畝）とした。

結果

1 . 収穫機の性能と作業性

収穫機とフレコンを使った収穫後の畝の状況を図ー 4

に，フレコンヘのタマネギと生分解性マルチの収納状況

を國ー 5に示した。また，収穫機の性能を表ー 5に示し

た。

収穫時の生分解性マルチは，外見上はほとんど分解が

見られないがマルチを持ち上げたり指で押したりすると

容易に裂ける状態であった。このため，収穫機で収穫す

る際にマルチがちぎれて分割され，畝裾部のマルチ片が

圃場に残された（約220g/収穫畝長84m)以外はすべて

5 

フレコン内に回収された（図ー 5)。また，ちぎれたマ

ルチ片の収穫機への絡み付きも見られなかった。一方，

非分解性マルチについてはコンベア等へ絡み付くことが

あったため，補助者がコンベア上のマルチを側方で巻き

取りながら作業を行った。

収穫機の作業速度は，マルチなしの場合は0.26m/sと

高かった。また，生分解性マルチを全面被覆した場合で

もマルチによる影響は見られず，同程度の高速作業が可

能であった。一方，非分解性マルチを天場のみに被覆し

た場合は作業速度を0.20m/s程度に落とすことで補助者

が回収しながら作業が可能であった。

フレコンは，収穫畝長21~22mでほぼ満量となった。

図ー 4 収穫後の畝の状況

図ー5 フレコンヘのタマネギと生分解マルチの収納状況

表ー5 収穫機の性能

(2018) 

試験区
作業速度 作業精度（％）

(mis) 傷玉率 収穫ロス率

栽培区 I 0.25 12.6 2.5 

栽培区 II 0.20 3.3 1.7 

栽培区皿 0.26 0.8 1.2 



6 

1袋当たりの収納量は230~270kg(タマネギの茎葉や

稲株等の央雑物を含む）であった。マルチなしの場合

は，小径の土塊や雑草の根に付着した土砂の混入が若干

見られたが，マルチを被覆した栽培区 I, IIについては

畝表層部の砕土率が高く維持されていたこともあり土砂

の混入はほとんど見られなかった。

収穫時の傷玉率は， トラクタの車体や車輪とタマネギ

の接触が大きく影響した。すなわち，畝高13cm, 畝の

肩幅96cmに対してトラクタ車輪の内幅が112cmと広い

場合（栽培区III) はトラクタの車体や車輪がタマネギと

接触することがほとんどなく，傷玉は収穫機の先金振動

部での突き傷，擦り傷などが0.8%発生した程度であっ

た。次に，畝高17cm,畝の肩幅95cmに対してトラクタ車

輪の内幅が96cmと同程度の場合（栽培区II),畝の肩か

ら畝溝に向かって垂れたタマネギの茎葉をトラクタの車

輪が踏みつける場面が多く見られた。この場合，タマネ

ギの球から葉を引きちぎったり球を畝から引き抜いて溝

に落とし，車輪で踏みつけるなどによって3.3%の傷玉

が発生した。さらに，畝の肩幅95cmに対してトラクタ

車輪の内幅が96cmと同程度で，畝高が23cmと高い場合

（栽培区 I), 栽培区IIで発生が見られた傷のほかトラク

タの前輪車軸とタマネギ球の接触による傷が多くみら

れ，傷玉率の発生は12.6%と極端に増加した。

収穫時のロス率については，球径約 4cm以下の小玉

球がコンベアの隙間から落下したほか，掘取装置の両端

部から畝溝部への落下などにより l.2~2.5%のとりこぼ

しが発生した。畝溝部への落下については，畝高が高い

ほど多くなる傾向が見られた。

2. 新収穫・調製体系の作業性と労働時間

新体系と人力体系の労働時間の比較を表ー 6に示し

た。新体系における各作業の所要人数は，収穫機による

掘取り・収納作業が3人（うち 2人は収納補助），フロ

ントローダによる搬出・運搬作業が1人， 2連式調製機

による根葉切り作業が3~4人（うち 2人は投入係）で

あった。このうち根葉切り作業には，切断ミスを鋏で再

切断したり傷玉や病球を選別する補助要員が必要であっ

たが，その人数はタマネギの投入速度や調製機の切断精

度に左右され，投入速度が遅い場合（概ね1,000個/h以

下）や調製機の切断ミスが少ない場合（概ね2%以下）

は1人でも対応可能であった。

収穫機による「掘取り・収納」の作業時間は1.8~

2.3h/10aと高能率であった。栽培区 Iでの内訳は，収穫

機による掘取り・収納が42%, フレコン交換35%,枕地

旋回10%で，実作業効率は42%に留まった。（囮ー 6)。

このうち，フレコンの交換に要する平均時間は65秒／回

で，その内訳はトラクタ停止時にコンベア上に残ってい

るタマネギをフレコンに収納する時間とフレコンを畝上

に降ろしてトラクタを前進させる時間が大半を占めた。

また，枕地旋回の平均時間は45秒／回で，機体全長が長

く前後の重量バランスも不安定なためやや操作性に劣っ

た。

フロントローダによる「搬出・運搬」の作業時間は

1.4~ 1.6h/10aで，その内訳は，フレコンのフック作業が

25%, 圃場内移動20%, 圃場外移動55%であった。今回

はフロントローダで圃場外に搬出した後， トラックに載

せ替えずにそのまま調製場までの運搬したため効率的な

搬出・運搬が行えた。

調製機による「根葉切り」の作業時間は6.6~7.4h/10a

（タマネギ収量4,914kg~5,446kg/10a) で，栽培区 Iで

の内訳は，調製機による根葉切り 69%, フレコン交換

（投入台へ移し替えを含む） 15%, マルチ片の除去13%,

調製機の清掃 3%であった（図ー 6)。フレコンからの

タマネギの排出は，側面2ケ所の紐を同時に解くことに

より瞬時かつ省力的に行えた。

掘取り・収納から根葉切りに至る新体系の作業時間の

合計は9.8~11.3h/10aであった。同じく労働時間の合計

は30.7~33.2人h/lOaとなりすべて手作業で行った人力

表ー 6 新体系と人力体系の10a当たり労働時間の比較

(2018) 

試験区分 圃場内作業 圃場外作業 労働時間（人力比）

作業内容 掘取り・収納 搬出・運搬 根葉切り
新体系

栽培区 I 1.Shx 3人 1.4hX 1人 6.6hX 4人 33.2人・h(68) 
（フレコン利用）

栽培区II 2.3hX 3人 l.6hX 1人 7.4hX 3人 30.7人・h(47) 

作業内容 抜取り iコンテナ配り！根葉切り・収納 搬出・運搬
人力体系

栽培区 I 2.7h i 0.5h ！ 11.0h 2.lh 
｝： ＇ すべて

48.9人・h(100) 
（小型コンテナ利用） ： 

j 
： 

3人組作業栽培区1I 2.4h 0.6h ： 16.2h 2.4h 64.8人・h(100) ： 

注. (1)栽培区 Iの収量は4,914kg/10a,栽培区IIは5.446kg/10a。(2)「搬出・運搬」は，圃場内での運搬と約60m離れた調製場
所までの運搬を含めた作業とした。 (3)新体系の「搬出・運搬」にはフロントローダを，「根葉切り」のフレコンの吊り上げ
にはフォークリフトを使用した。



体系の労働時間48.9~64.8人h/lOaに対し47~68%に削減

された。各作業別の労働時間を比較すると，「搬出・運

搬」が1人で作業が行えたため人力体系の22%と最も削

減効果が高く，次いで「根葉切り」 60%, 「掘取り・収納」

80%であった。

3. 新収穫・調製体系の作業負担度

新体系と人力体系の作業負担度の比較を表ー 7に示し

た。

人力体系の作業者の作業負担度は．「抜取り」．「根葉

切り」の作業については軽～中作業であったが．小型コ

ンテナを 1輪車に乗せて搬出，積込みする「搬出・運搬」

作業についてはいずれの作業員も心拍指数が増加し．中

～強作業に区分された。

これに対して新体系では．収穫機による「掘取り・収

納」の収納補助作業が中作業であった以外はすべて軽作

業に区分され．収穫作業全体を通じた軽労化が図られ

た。

4. 考察

収穫機
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収穫機の性能調査の結果，収穫機の利用に当たっては

①トラクタ車輪の内幅が畝の肩幅より 16cm程度広くな

るよう設定すること，②トラクタの車体（前輪車軸等）

がタマネギと接触しないよう畝高を設定することが作業

精度を保つうえで重要と考えられた。収穫作業時間は

l.8~2.3h/10aと高能率であり，十分実用に供し得る水準

と考えられた。

一方，収穫機や既開発の調製機を組み合わせた新体系

は，従来から使われている小型コンテナを大容量のフレ

コンに変更することで収穫・調製作業全体の時間短縮を

可能にしたほか，収納から運搬，搬出，貯蔵の各工程に

至る人力による収穫物のハンドリング作業を解消した。

重労働である運搬作業の軽労化は，作業者の身体的負担

の軽減のみならず精神的負担の軽減にもつながると考え

られた。

本体系の導入には，開発した収穫機や調製機のほかフ

ロントローダ等の荷役機器が必要であり少なからず初

期投資が必要であるが，別途試算した利用限界面積約

4.6ha (西村ら3)) を目指すことで収益性の向上が期待で

きる。導入対象としては，米麦を中心としつつも野菜の

調製機

図ー 6 収穫機と調製機の作業時間の内訳（栽培区 I)

表ー 7 新体系と人力体系の作業負担度（心拍数増加指数）

(2018) 

試験区分 圃場内作業 圃場外作業

掘取り・収納 i 搬出・運搬 根葉切り

新体系 作業者A: 123 (軽作業） 作業者A: 128 (軽作業） 作業者A: 121 (軽作業）

（フレコン利用） B:1.33(中作業）｝鵡補助 B : 1.18 (軽作業）

C:1.32(中作業） C : 1.16 (軽作業）

抜取り ！ 根葉切り
： 

搬出・運搬： ！ 

人力体系 A : 1.15 (軽作業）
！ 

A ,1.24 (軽作業） ！ A : 1.35 (中作業）

／ （小型コンテナ利用） B:1.48(中作業） B : 1.41 (中作業） B : 1.79 (強作業）

C: 1.11 (軽作業） C:1.27 (軽作業） C : 1.59 (強作業）

注 1)栽培区1Iを対象に調査した。 2)心拍増加指数は，平均心拍数／安静時心拍数。 3)作業負担の区分は1.0~1.3軽作業， 1.3
~1.5中作業， 1.5~強作業。
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導入によって経営の複合化，安定化を目指す中～大規模 めの農業を支える革新技術，技術体系編「暖地におけ

の法人経営体や作業受託組織に適した体系と考えられ る青切り出荷用タマネギの省力的収穫・調製体系の確

る 。立」：73-80. 

前述のとおり，新体系ば性能，能率面ではほぼ実用水 4)竹中秀之 (2010): 北海道における野菜生産の機械

準に達していると考えられたが，実際の利用場面では操 化最前線，農業機械学会誌72(3) : 196-202. 

作• 取扱い性等の点でいくつかの課題がある。 5)鶴崎孝 (1983):急傾斜カンキツ園における運搬労働，

例えば，調製機については青切り用として開発したた 特にモノレール車運搬に関する研究，愛媛大学農学部

め，その構造上，青葉と根が付いたタマネギでないと利 紀要28:1-53. 

用ができない。このため，調製場所には切断処理した大

量の茎葉や根などの残流が発生するという問題がある。

また，調製機による茎葉の切断長が約 2~3cmと短い

ことから，乾燥処理後に出荷する体系では乾燥・貯蔵中

の腐敗の問題が懸念される。この点については，フレコ

ンを使ったハウス内での乾燥方法と貯蔵性（品質）につ

いて，現在確認を行っているところである。

一方，収穫機に関しては， トラクタに装着して収穫を

行う現在の作業方式では，常にトラクタによるタマネギ

の踏み付けを意識した作業が必要である。また， トラク

タを含めた機体全長が長いため枕地での旋回性，操作性

にもやや課題が残る。このため，将来的な対策にはなる

が，掘り取りが機体の前面で行える自走タイプの機種に

変更し，さらには茎葉を長さ20cm程度に粗切りする機

能を追加装備するなどの改良が望まれる。
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