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Ⅰ　緒　　　言

ウンシュウミカンは，我が国で生産量が最も多い
果物で，2001年度の全国の栽培面積は56,300ha，出
荷量は約110万ｔと果樹生産量の30％を占める．総
務省が実施している家計調査によると，ミカンの一
人当たりの消費量は，ピーク時の1973年には23kg
であったが，近年では６kg程度にまで減少してい
る．農林水産省は，価格を安定させるため，生産量
を調整する需給調整対策を実施しているが，長引く
不況の影響も受け，2001年以降は３年連続して卸売
価格が200円／kgを下回っている．また，晩柑類の
イヨカンにおいても，他に食味が良く食べやすい品
種が出回るようになったことから需要が減少し，結
果的に供給過剰になり，市場価格が低迷している．
このような状況の中，果樹農家では，樹勢が衰えた
老木や供給過剰になっている品種から，需要の増加

が期待される不知火や清見などの高糖度系品種へ改
植する動きが高まっている．しかし，果樹では植付
けから結実までに長期間を要し，一定収量を確保す
るまでに多くの年数がかかる．その期間を短縮する
早期成園化技術の一つとして，比較的大きくなった
大苗や既存の園で栽培されている６～10年生の若木
を移植する大苗更新がある３）．
従来の移植用カンキツ樹の掘取り作業は，根を傷

つけないように人力で果樹の根域外周の土を掘り，
３本の足場用パイプや丸太などで三脚を組み，チェ
ンブロックで慎重に幹を引き上げるといった人手を
要する重労働である（第１図）．また，平坦地の果
樹や植木の掘取り用には専用機が開発されている
が，傾斜地や不整地が多いカンキツ園では普及して
いない．
そこで，カンキツ樹の移植作業の省力軽労化技術

を構築するため，汎用性が高く，カンキツ園の園地
整備で普及している小型油圧ショベルの利用を提案
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し，移植用カンキツ樹の掘取り作業に適した油圧シ
ョベルアタッチメントを試作・開発したので報告す
る．
本研究は，地域先導技術総合研究「高品質化のた

めの土壌管理技術を導入した中山間カンキツ園の軽
作業システムの確立」で得られた成果である．
なお，本アタッチメントは「果樹根切り方法及び

アタッチメント」として特許出願しており，果樹の
移植作業の効率化に寄与する技術と考える．また，
アタッチメントの開発段階から，一貫して改良およ
び汎用性の付加に貢献した松崎健文を文部科学省創
意工夫功労者に推薦し，平成16年度に受賞した．

Ⅱ　カンキツ樹掘取り用の油圧ショベル

アタッチメント

１　カンキツ樹掘取り作業の検討

樹木の根を切る機械としては，根切りチェンソー
が市販されており，植木の掘取り等で根域周辺の土
と根を切断するために使用されている．耐摩耗性の
高い特殊硬質チップが付いたチェンを使用してお
り，地面に対して垂直に刃を挿入して土ごと根を切
断する．根切りチェンソーによる作業は人力作業で，
本体質量が重く，土の掘削抵抗が大きいため，作業
者の腕には大きな負荷がかかる．その上，土が作業
者へ飛散する，振動が大きいなどの問題もあり，作
業負担の軽減効果は少ない．また，樹幹を中心とし
て円形に土と根を切断することは可能であるが，切
断面の外周の土を掘削しないと樹幹下に刃を挿入で
きないので，地中深く伸びた根を切断することは困
難である．
土を掘削する機械としては，トレンチャーがある．
この機械は，暗渠管や配管を埋設するための溝を掘
削するために利用されているが，根切りチェンソー
と同様に地面に垂直に土を掘削することはできて
も，樹幹下を掘削することはできない．
その他，平坦地における果樹の移植では，４本の

螺旋コイルを根域外周に回転挿入し，土ごと持ち上
げて根を掘上げる装置２）や大型土木用機械に装着
する装置が開発されているが，傾斜地や不整地が多
いカンキツ園では利用が困難である．
一方，最近では園内作業道の整備が進み，園地内

で小型油圧ショベルが利用可能となり，一般の土掘
削用のバケットで樹幹の外周の土を掘起こし，アー
ムにロープ等を掛け，樹幹を吊り上げて果樹を引抜
く方法が採用され始めている１）．土掘削用バケット
は土をすくい取ることを目的に設計されているの
で，土がバケットから落ちないように側板が設けら
れている（第２図）．しかし，果樹の樹幹下を掘削
する際に側板が根域を分断し，移植にとって重要な
中・細根が切断されるため，慎重な作業を余儀なく
されている．

２　アタッチメントの仕様

果樹の根を掘上げることを目的とすると，土掘削
用バケットにある側板は必要ないと考えられた．バ
ケットから側板を取り去ると底板だけが残るが，底
板の厚みだけで強度を保つのは困難なことと，土を
すくい上げる必要がないことから，アタッチメント
は縦刃をフォーク状に並べた形状とした．試作１号
機では，試験に用いた小型油圧ショベルに装着され
ていた土掘削用バケットと同じ容量0.02m3のアタッ
チメントを製作した（第３図）．しかし，縦刃が短
く，刃先が樹幹の下まで到達しなかったので，地中
に伸びた直根が切断できなかった．そこで，試作１
号機の中央の縦刃を延長して試作２号機を製作し
た．試作２号機では縦刃を直線的に延長しただけで
あったため，地面に挿入する刃先の角度が大きくな
り，油圧ショベルのアームに付いている油圧シリン
ダの操作だけでは，アタッチメントを土に挿入でき
なかった．油圧ショベルのブームとアームを伸ばす
と同時にアタッチメントを手前に回転させると，刃
先を地面に挿入することができたが，操作が非常に
困難であった．
開発したアタッチメントは，容量0.07ｍ3のバケッ

トと同様の大きさで，側壁と底板がなく，幅
50mm×厚さ12mmの鋼鉄で構成した．従来のバケ
ットの底面と同じ曲線の縦刃を５本配置し，縦刃の
変形を防止するために補強材を架設し，刃先に近い
位置には先端を尖らせた根切り刃を配置した．最終
的なアタッチメントの仕様を第１表に，写真と概略
図を第４図，第５図に示す．
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Ⅲ　カンキツ樹掘取り作業

１　調査・試験の方法

開発したアタッチメントを小型油圧ショベル（Ｋ
社製KH-014）に装着し，高畝栽培（通路幅：1.8ｍ，
畝幅：1.2ｍ，畝高：0.5ｍ，栽植距離：3.0ｍ×2.5ｍ）
の10年生青島温州（樹高：1.0～1.5ｍ）10本の掘取
り試験を行った．小型油圧ショベルの操作は経験30
年の男性（50歳）が行なった．実施場所は香川県大

野原町の「香川県かんきつモデル果樹園」（面積：
60ａ，平均傾斜：５度未満）で，畝押さえの波板や
枝の誘引用パイプおよび針金をあらかじめ撤去して
おいた．実施日は2002年３月11日で，土壌条件は，
含水比12.3％，貫入式土壌硬度計（DIK-5521）によ
る地下0.1～0.5ｍの貫入抵抗の平均値は602kN／ｍ2

であった．
畝間の通路に小型油圧ショベルを移動，カンキツ

樹の樹冠越しにブームとアームを伸ばし，反対側の
畝の付け根にアタッチメントの刃先を挿入する（第
６図，第７図）．樹幹下に１～1.5ｍ幅の切断面を作
るようにアタッチメントの刃先を２～５回挿入し
て，畝を挟んだ反対側の通路に油圧ショベルを移動
し，畝のもう一方から刃先を挿入する．最後に，ア
タッチメントを樹幹の真下に挿入し，根ごと上方に
持ち上げる．この時，アタッチメントを小刻みに動
かし，縦刃の間から根周辺の不要な土をふるい落と
した．掘取ったカンキツ樹が小さい場合，そのまま
アタッチメントでトラックへ運搬し（第８図），大
きい場合は補助者が幹にロープを掛けてアタッチメ
ントで吊り上げた．掘取ったカンキツ樹10本をトラ
ックに積み込み，強剪定および不要な根の切断を行
なった後に，当研究センターの傾斜地試験園に移植
して活着率を確認した．
比較試験として，手作業による掘取り試験を行な

った．カンキツ樹の幹を中心として，地面に半径
0.7ｍの円を描き，その外周の土をスコップで掘削
した．深さ0.5ｍまで溝を掘下げた後，外周から樹
幹下にスコップを挿入して可能な限り土と根を切断
した．地中に伸びた太い直根を全て切断することは

3角川ら：カンキツ樹掘取り

第３図　試作したアタッチメントの概略 第５図　アタッチメントの概略

アタッチメントの寸法 （0.07ｍ3相当）
長さ 890 mm 

深さ 450 mm 

掘削幅 430 mm 

取合部寸法
穴径 25 mm 

   穴間距離 92 mm 

ブラケット内幅 98 mm 

縦刃数 5本
縦刃の幅 50 mm  

    厚み 12 mm 

小型油圧ショベル
型式 K社製 KH-014

（レンコン収穫用）
定格出力 12 kW 

最高速度 1.86 km/h 

機械総重量 1.6 t 

  クローラ幅 1.25 m 

第１表　アタッチメントおよび供試小型油圧ショベルの
仕様



できないので，足場用パイプ（φ48.6mm×４ｍ）
と自在クランプを用いて三脚を組み，カンキツ樹の
真上に設置した．カンキツ樹の幹に荷役用ベルトを
掛け，三脚の頂点から懸架したチェンブロックを用
いて人力で引抜いた（第９図）．最後に，地表面近
くの細根を傷めないように根の周りの土を落として
移植した．一連の作業の中で，三脚の設置には最低
２名の作業者が必要と考えられたため，当センター
の職員２名（男性43歳，男性35歳）を被験者とし，
２人組み作業で作業能率と労働強度を調査した．労
働強度は，スポーツ心拍計（P社製，S610）を用い
て，被験者２名の５秒ごとの心拍数を計測し，鶴崎
の方法により心拍増加指数を求めた４）．労働強度の
区分と心拍増加指数は，軽労働が０～0.3，中労働
が0.3～0.5，強労働が0.5～0.9，重労働が0.9～1.3で
ある．試験実施場所は当研究センターの階段園（平
均傾斜15度）で，テラス上の平坦面に栽培された樹
齢９年生の青島温州（樹高：1.6ｍ，樹冠径：2.1ｍ）
1本を供試した．実施日は2004年11月17日で，土壌
条件は，含水比19.4％，地下0.1～0.5ｍの貫入抵抗
の平均値は726kN／ｍ2であった．
アタッチメントの操作性を調査するため，前出の

「香川県かんきつモデル果樹園」で，実際の改植作
業において利用試験を行った．調査方法は，モデル
果樹園の管理者に調査票の記入を依頼し，本アタッ
チメントを利用した作業内容および掘取り本数を調
査した．調査期間は2002年３月８日～４月６日であ
った．

２　結果および考察

１）作業能率
手作業によるカンキツ樹の掘取り作業時間を第２

表に示す．２人作業で土をスコップで掘削する作業
が21.2分，三脚とチェンブロックによる引抜き作業
が17.6分，合計38.8分であった．１人当たりの作業
時間に換算すると，１本のカンキツ樹の掘上げに要
する作業時間は77.6分となる．藤原らは，８年生興
津早生10本を供試して，小型油圧ショベルと手作業
による移植作業時間を計測し，カンキツ樹の掘上げ
に要する作業時間は，機械利用で57分，手作業で
900分であったと報告している１）．本報では手作業
による掘取り試験を１本しか行っていないが，１本

当たり90分要した藤原らの結果と大きく異ならなか
ったことから，妥当な結果であったと考えられる．
アタッチメントを使用したカンキツ樹高畝栽培に

おける掘取り作業時間を第３表に示す．掘取りと運
搬，移動，整地を合わせた総作業時間は70.0分で，
そのうち，掘取りに要した作業時間は40.1分であっ
た．樹冠が大きい樹では，樹幹下の切断面を拡げる
際，アタッチメントの移動で枝が妨げとなり，１樹
の掘取りに６分程度かかる場合があった．逆に樹冠
の小さい樹では２分以内で掘取ることが可能であっ
た．標準的な土掘削用バケットを使用した掘取り作
業では，掘削した根域周辺の土を別の場所に移動す
る必要があるが，本アタッチメントを使用した作業
では，土が縦刃の間から落ちるので，小型油圧ショ
ベルのブームを動かす動作が省略できる．狭い作業
空間でも利用可能なので，計画密植栽培園の間伐樹
を移植樹として掘取る場合にも有利である．
アタッチメントを利用した掘取り作業と手作業と

を比較すると，アタッチメント利用では作業能率が
19.4倍になった．作業能率が大幅に向上した理由は，
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作業名 作業時間

（min）

1人当たりの作業

時間（min）

スコップによる掘削 21.2  42.4 

三脚設置および引抜き 17.6  35.2 

合計 38.8  77.6 

注）2人作業，テラス上の平坦面，

9年生青島温州（樹高 1.6ｍ）1本の掘取り時間

第２表　手作業によるカンキツ樹掘取り作業時間

作業名 作業時間

（min／10本）

割合（％） 内  容

掘取り 40.1 57.3 
1.5～6.2分
全て移植用に掘取り

運搬 11.3  16.2 
ロープ掛けまたは直接
トラックに積み込み

移動 12.9  18.4 
トラックから対象樹ま
での移動

整地      5.7   8.2 
油圧ショベルの進入路
確保

合計     70.0 100.0  

注）油圧ショベル K社製 KH-014使用
畝高 0.5mの高畝栽培，
10年生青島温州（樹高 1.0～1.5m）10本の掘取り時間

第３表　アタッチメントを利用した
カンキツ樹高畝栽培における掘取り作業時間



小型油圧ショベルの掘削・掘取り能力が反映された
からであるが，アタッチメントを利用すると，作業
時間が大幅に短縮された．

２）労働強度
手作業による掘取り作業の労働強度を第４表に示

す．被験者２名の心拍増加指数は0.66および0.96で，
労働強度に分類すると，それぞれ強労働および重労
働となり，非常にきつい作業であった．心拍数の経
時変化をみると，被験者が土を掘削している間は増
加する傾向にあり，三脚を設置する直前に最大心拍
数が記録されたことから，手作業による掘取り作業
では，土の掘削が最もエネルギーを要する作業であ
ったと考えられる．
一方，アタッチメントによる掘取り作業では，作

業者が小型油圧ショベルを操作するだけである．労
働強度としては，屋外の不整地において座位姿勢で
操作することから，乗用トラクタの操作のエネルギ
ー代謝率（R.M.R.）0.6～1.6 ５）と同程度で，軽労働
～中労働と考えられた．
アタッチメントを利用すると，作業内容が強労働

～重労働である人力による掘削作業から小型油圧シ
ョベルの操作に変わり，労働強度が軽減された．

３）掘取り樹の活着率
手作業で掘取ったカンキツ樹の根を第10図に，本

アタッチメントで掘取った根を第11図に示す．両者
共に，地表面近くの細根が多く残っており，移植が
可能と判断された．アタッチメントで掘取ったカン
キツ樹10本をその日のうちに移植し，花崗土を覆土
し，十分に灌水した．その後も適切な灌水管理を行

った結果，全ての移植樹が活着した．

４）利用試験
モデル果樹園の改植作業における本アタッチメン

トの利用状況を第５表に示す．モデル果樹園の管理
者である果樹農家の記録では，１日に100本のカン
キツ樹を掘取った日があり，合計300本の掘取りに
利用された．掘取ったカンキツ樹の根の状態も良好
で，移植用として複数の農家に引き渡された．アタ
ッチメントの使用に関して作業者の意見を聞取った
ところ，操作性に関する問題点の指摘はなかった．
また，この試験期間では，アタッチメントの変形や
破損もなく，油圧ショベルの故障もなかった．

Ⅳ　摘　　　要

カンキツ樹の移植作業の省力軽労化技術を構築す
るため，汎用性が高い小型油圧ショベルのアタッチ
メントを試作・開発した．開発したアタッチメント
は，従来のバケットの底面と同じ曲線の縦刃を5本

5角川ら：カンキツ樹掘取り

項 目 被験者 A

（43歳）

被験者 B

（35歳）

安静時心拍数（b／min） 82.7 56.0 

作業時の平均心拍数（b／min） 132.6 105.7 

    最大心拍数（b／min） 167.0 129.0 

心拍増加指数 0.66 0.96 

労働強度 強労働 重労働

身長（cm） 164 190 

体重（kg） 65 73 

作業環境： 気温 20～25℃

第４表　手作業による掘取り作業の労働強度

作業記録調査票より集計（香川県かんきつモデル果樹園）

日 作業内容
3/8 掘取り（小原紅早生）     50本
3/9 掘取り（小原紅早生）     50本

掘取り（青島温州）      50本
3/10 掘取り（岩崎早生）      20本

植穴掘り
3/11 掘取り、移植（青島温州）   10本
3/12 掘取り、移植（青島温州）   未記載
3/13 掘取り（岩崎早生）      30本

掘取り（小原紅早生）     20本
3/17 掘取り（青島温州）      16本

植穴掘り
3/28 掘取り、移植（小原紅早生）   8本
3/31 掘取り、整地（青島温州）   20本
4/1 掘取り（青島温州）      10本

掘取り、整地（岩崎温州）   15本
4/4 抜根、整地
4/5 抜根、整地
4/6 掘取り、整地（青島温州）    3本

合 計       300本

第５表　改植作業での利用状況



配置し，縦刃の変形を防止するために補強材を架設
し，刃先に近い位置には先端を尖らせた根切り刃を
配置した．
アタッチメントを使用した移植用カンキツ樹の掘

取り作業の作業時間は40.1分／10本で，トラックへ
の積み込み作業を合わせても70.0分と効率的であっ
た．また，作業内容が強労働～重労働である人力に
よる掘削作業から小型油圧ショベルの操作に変わ
り，労働強度が軽減された．掘取ったカンキツ樹の
根の状態は，地表面近くの細根が多く残っており，
移植したところ全て活着した．
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本アタッチメントの開発に関して，香川県ＪＡ豊
南農協の佐伯眞誌氏および白川和仁氏から貴重なご
意見をいただいた．また，掘取り試験ならびに利用
試験を香川県三豊郡大野原町の「香川県かんきつモ
デル果樹園」で実施させていただき，香川県および
モデル果樹園管理運営協議会から多大なるご協力を
得た．さらに，カンキツ樹の移植後の管理および研

究資料を取りまとめるにあたり，業務第２科永田賢
嗣科長から多くの助言をいただいた．ここに深甚な
る感謝の意を表します．
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Development of mini hydraulic excavator
attachment for uprooting citrus tree

Osamu SUMIKAWA, Takefumi MATSUZAKI, Masuhiro FUJIKAWA, 
Koji INOOKU* and Hiroaki TANAKA

Summary

Transplanting using a matured tree is one of the methods of rapidly renewing the variety in a citrus orchard.
The uprooting work of matured tree is heavy labor. In order to reduce the load of labor, we developed mini
hydraulic excavator attachment. The attachment has 5 peaces of curved hoe made from 12mm plate steel. The
curved hoes are reinforced with 12mm plate steel and with root cutting blades near the tip. We tested this attach-
ment to uproot 10 citrus trees at high ridge orchard. The working hour of uprooting 10 citrus trees was 40.1 min-
utes and was 70.0 minutes including loading time to a truck. The condition of rootlets of uprooting tree was
judged as fine to be able to transplant and it was confirmed that the rootage rate was 100%.

* Department of Hilly Land Agriculture
* Bio-oriented Technology Research Advancement Institution

7角川ら：カンキツ樹掘取り
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第２図　土掘削用バケットでの作業

第７図　掘取りアタッチメントによる樹幹下の作業

第４図　開発した掘取りアタッチメント

第８図　掘取ったカンキツ樹の運搬

第６図　掘取り作業

第１図　手作業によるカンキツ樹の掘取り



9角川ら：カンキツ樹掘取り

第９図　三脚を利用したカンキツ樹の引抜き

第10図　掘取った根の状態　（手作業） 第11図　掘取った根の状態（アタッチメント使用）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

