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重粘土壌に対応した赤土バレイショ調製機の開発

黒木栄一・溜池雄志・白 i峯繁清・滝沢芳則・ 1

要約

奄 美地域の重粘土壊で栽培されるパレイショは味や外観の品質が優れ市場評価も

高い.生産現場においては収穫期が降雨回数の多い 2~ 4月であることや土壊が重

粘な赤土であることから，掘取り後の土落し作業に多労を要し，計画出荷ができな

い現状にある.このため，掘取り後屋 内 乾 燥 し た パ レ イ シ ョ の 土 落 し を 中 心 と し た

調製機の開発要望が高かった.そこで， 2001 ~ 2003年度の地域特産農作物用機械開

発 促進 事業 において，民間企業と共同で「赤土パレイショ調製機」を開発した.

2004年度から生産現場への普及定着化を進めるための現地実証試験を行い， 2005年

度に開発を完了した.

「赤土パレイショ調製機Jの作業性能は 2人組作業で 1時間当たり 800kg程度，

処理後の損傷率は 3%以下(個数割合) ，土付着は 3%以下(重量割合)である.

本機を収穫作業体系に組み入れた作業時間は 10a当たり 14時間で，慣行体系に比・ベ約

50%の省力化が可能である.

「赤土パレイショ調製機Jの損益分岐点は，土落し部だけで 0.5ha，選別部，繰り

上げコンベアおよび収納部を含めたフルセットで1.4ha程度である.

キーワード:収穫，重粘土壌，調製，土撲除去，パレイ ショ

緒言

奄美地域のパレイショの栽培面積は年々増加し， 2002 

年度には1，552ha，生産額50億円 1)で，サトウキピに次ぐ

重要な作物である.主産地は 1中永良部島と徳之島であ

る.沖永良部では1995年に「春のささやきJとして鹿児

島プランド産地指定を受け，徳之島においても「春一番J
として，鹿児島プランド産地指定を目指している.

奄美地域は亜熱帯に位置し，冬期の温暖な気候を利用

しパレイショ栽培を行っている .作型は 10月下旬 ~ll 月

に植付け，翌年の 2~4 月収穫である.赤土で栽培した

パレイショの味，外観の品質は市場において高い評価を

得ている.奄美地域の土壌は，パレイショの品質では有

利である反面，いもに付着する土撲の除去に，多大な労

力を要している.また，収穫期は降雨日が多く，降雨後

の作業は土塊分離，付着土撲の除去にさらに多くの労力

が必要なことから，産地では天候に左右されない定時定

量出荷体制の確立が求められてきた.

生産現場の機械化作業体系は作式，生産者の機械装備

などに よって異なるが 一般的な体系は以下のとおりで

ある.

徳之島では畦幅70~80cmの 1 畦 l 条植が主体で，小型

機械体系が多い.小型機械体系は，歩行用トラクタや 9

~11kW級の乗用 トラクタを使用している.植付け作業は

トラクタアタッチのポテトプランタで作条，施肥，植付，

(連絡先)徳之島支場

* 1 松山株式会社

覆土を行う.管理にはロータリーカルチで中耕，培土，

いもの回収搬出には軽トラックが利用されている.

沖永良部島の栽培様式は畦幅120cm・2条植が主体で，

20~30kW級の乗用型トラクタを使用している.植付け作

業はトラクタアタッチの 2条用ポテトプランタで耕うん，

作条，施肥，植付，覆土を行う.管理にはロータリーカ

ルチ、による中耕，培土，収穫にはポテトデイガによる浮

かし掘りの利用が多い.

慣行作業体系の労働時間は， 10a当たり 66~126時間で，

このうち収穫が 6~7 割を占めるが，なかでも掘取り後

の土落し作業は人力作業であり大半を占めている.また，

土落しゃ，回収作業は作業姿勢が悪く，重量物の運搬を

伴う重労働である.

家族や雇用による作業形態が多いが，高齢化が進むな

か雇用も困難となっている.

一方，徳之島，沖永良部の大規模農家では， 2000年度

に開発した，掘取り，土落し，収納，搬出が行える「自

走式赤土パレイショ収穫機J2)の導入が進みつつあり，

慣行作業体系に比べ，約 5倍の能率向上が図られ，大規

模農家の機械化体系はほぼ確立された.

以上のような背景をもとに，全体の 8割を占める小・

中規模経営体の収穫作業体系の省力化，経営規模拡大，

計画出荷の実現をはかるため「赤土パレイショ調製機」

を開発したので報告する.
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開発目標

1 構造

奄美地域の重粘土壌(赤土)を効率的に除去するこ

とが可能な調製機とする.

作業人員は 2名とし，安全かつ快適に作業できるも

のとする.

開発する機械はキャスターをつけるなど，簡易に移

動可能なものとする.

動力はACI00Vが使用可能なモータとする.

2 作業工程

掘取り後，乾燥させたパレイショを調製機によって

付着土撲の除去を行った後，手選別で病害いも，青い

もの除去を行い，コンテナなどに収納する.

3 機械作業能率

1時間当たりの処理量は400kg以上の能力とする.

4 作業精度

処理後の土壌付着率(全体重(いも重+付着土壌

重)に占める付着土壌の割合)は， 3 %以下とする.

処理後の損傷率(全体個数に占める損傷いも(皮剥

けを含む)の発生割合)は， 3 %以下とする .

開発経過

l 本研究は地域特産農作物用機械開発促進事業によっ

て，開発を松山株式会社と共同で， 2001年度から 3か年

にわたり実施した.

開発試験を行うため，方式の異なる縦軸式と横軸式の

2機種を試作し試験を行った.

2004~2005年度に新技術実証普及促進事業によって，

沖永良部島，徳之島の現地生産者で実証試験を行った.

現場での改良点の把握，メンテナンス性の向上を図り，

2005年度に販売を開始した.

2 縦軸式試作機

縦軸式試作機は「自走式赤土パレイショ収穫機GZ800P

-剛Jの土落し部を改良したものである. 100V200Wの無

段変速モータを用い，ゴム製のヘッジホッグローラとへ

ッジホッグコンベアを回転させ，土落しを行う構造であ

る. ‘農林 l号'を使用した試験で，いも表面の土の量

や土壕水分，土質によって土落ちが異なることが明らか

となった.

2002年度はそのことをもとに，付着土嬢水分の差の基

準を作成し試験を行った.

掘取り直後で付着土壌が湿っている状態のものを「高」

(付着土嬢含水比が25~17%程度) ，コンテナ表層の土

壌含水比は低いが，内部は高い状態のものを「中J (付

着土壌含水比が16~ 8 %程度) ，付着土壌は乾燥し，処

理時に粉塵が起こる状態のものを「低J (付着土壌含水

比が 7~3%程度)とした.

また，皮剥け程度の損傷については基準が明確でなか

ったため，東京 5市場にサンプルを送り調査を行った.

‘農林 l号'に加え，沖永良部島で栽培面積が多い‘メ

ークイン'を調査材料として加えた. ‘メークイン'は

長形状のため，いもが土落し部に停留し，流れが滞るた

めに目標の時間当たり 400kgに達しなかった.また，長辺

方向の 2頂点に大きな土塊が残った.これらの理由から，

縦軸式での開発は中止することとした.

3 横軸式試作機

横軸式試作機はタマネギの玉磨き機を改良したもので

ある.ACI00Vのモータを用い，回転する 7本のナイロン

ブラシローラと上部から覆うナイロンブラシで土落しを

行う構造である.付着土壌の水分が多いときはナイロン

ブラシに土が付着し，作業が不可能になった.

2002年度は，ブラシ素材の検討を行い，ナイロンブラ

シにイボゴムブラシを追加し供試した.その結果，付着

土壊水分が高い場合でも，ブラシに付着する土壌が少な

くなり，土落ちも改善された.ナイロンとイボゴムブラ

シを組み合わせることで，幅広い土壌水分に対応できる

と判断し，性能向上を図り開発機のベースとした.

開発最終年の2003年度は，プラシ素材や設置位置，回

転数などに改良を加えた.付着土壌水分が高い状態での

性能を高めるために，ナイロン，イポゴムブラシに加え

馬毛のプラシを追加した.馬毛ブラシはナイロンに比べ

割高となるが，土壌水分が高い条件でも，土がブラシに

付着することがないため，磨き効果も高く優れた素材で

ある.上部押さえブラシも馬毛に素材を変更した.

また，選別部，搬送部，収納部の試作を行いセットで

調査を行った.慣行手作業との労働時間比較を徳之島支

場内で行い，省力化の調査を行った.

2004年度から 2年間，生産現場への普及定着化を進め

るため，普及センターと共同で徳之島，沖永良部島で現

地実証試験を行った.生産現場での性能や実際の生産者

の意見を取り入れ，市販機の生産に生かした.

開発機の概要

l 開発機概要

開発機は投入部，土落し部，選別部，搬送部，収納部

からなるが，図 lに作業ラインを示す.

作業の流れは①ほ場で土付きのいもを回収し屋内に搬

入する.②作業者が投入部からいもを土落し部に投入す

る.③選別部で選別者が規格外のいも(青いも，病害い

も)を取り除く.④ピックアップコンベアでいもが繰り

上げられ，出荷用のパックに収納される.

~ 
哩・I

一国 γ ..  きi~
4~ヨ￡ー
投入部土落し部 選別部 搬送部 収納部

図 l 赤土パレイショ調製機作業ライン
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2 各部諸元

表 l 土落し部諸元
表 3 繰上げコンベア諸元

寸 法 全 長 1.070mm 寸 法 全 長 1.800阻
全 中高 730mm 

全 740凹
全 高 1.100mm 

全 高 1.500凹
質 量 100kg 

質 量 70kg 
コンベア長 1.640凹

速度 モータ 180rpm 
作 用 申百田 350凹

ローラ(周速) 1. 6m1sec 
1. Omlsec 

使用素材 ナイロン(ローラ) 0.4mm線径
イポゴム(ローラ)
馬毛 (ローラ)
馬毛 (上部押)
作用幅 400mm 

図2 土落し部

表 2 選別部諸元

寸法 長
幅
高
量
長
幅

アベ
用

ン

全
全
全
質
コ
作

1.450凹

620凹

690凹

70kg 
1.300醐

350凹

図3 選別部

図 4 繰上げコンベア

長
幅
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質
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部
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納
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収
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4
=
寸

表
=

1.000mm 
1.100mm 
1.600凹

50kg 

図 5 収納部
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3 各部概要

(1)土落し部

土落し部を図 2に，緒元を表 lに示す.投入部は塩ピ

パイプを採用することで，いもの滑りを円滑にし，畑か

ら持ち込んだ土を効率よく除去できる構造とした.

土落し部の構造は 7本のローラが回転し土を落とす.

素材をナイロンブラシ，イボゴムブラシ，罵毛ブラシの

3種類とした.ナイロンブラシはイポゴムブラシとの組

み合わせで土落ちが向上した.馬毛ブラシは付着土壌水

分が高いときでも，ブラシに土壌の付着は無い.また，

磨き効果が高くいも表面につやが出る.これらのブラシ

の組み合わせによって，多様な土壌条件下での使用が可

能となった.

上部ブラシは馬毛ブラシで，長いブラシと短いブラシ

を交互に設置したことで，いもが流れやすくなった.い

もの形状，土落ち，皮剥けの細かい条件に対応するため，

押さえブラシを12分割し，個々をネジとパネで高さ調整

が可能とし，押さえ強さを調製できるようにした.

土落し作業では土落ち，度剥けをみながらブラシ内に

いもが滞留する時間を調節する必要がある.滞留時間は

いもの投入量と本体傾斜角度，上部ブラシの押さえ強さ

を変化させることで細かい調節が可能である.

図7 ブラシ側面

(2)選別部

選別部を図 3に，緒元を表 2に示す.選別部は，ロー

ラが自転するローラコンベア方式としたことで，いもが

回転しいもの下側と上側が入れ替わる.選別者が青いも，

病害いも，傷いもを瞬時に判定，選別することが可能と

なった.

また，インバータによって，いもを送る早さを無段階

で設定できる.選別者の人数，いもの土落ち，病害，傷

などの条件にあった作業速度調整が可能である.

導入生産者の作業場の広さを考慮して，選別部は，土

落し部を 3方向からセット可能とした.このことによっ

て直線や L字に組んで作業が可能となった.

図 8 L字に組んでの作業

(3)繰上げコンベア

繰上げコンベアを図 4に，諸元を表 3に示す.繰上げ

コンベアによって，フレコンパック内にいもの自動投入

を可能とした.慣行作業では，約20kgのミニコンテナを

フレコンパックに人力でいもを投入するが，この装置に

よって作業が軽作業化できる.

衝撃の大きい部位にはゴムを貼り，いもの損傷を軽減

した.

パックのいもがあふれることを防止するために，重量

センサーによる，ブザー装置を設置した.

また，繰上げコンベアは，傾斜角度が調整可能で，既

存のフレコンバッグフレームにも対応可能である.

(4)収納部

収納部を図 5に，諸元を表 4に示す.収納部に投入時

の落差を少なくするためにエアダンパを装備し，いもが

高い位置から落ちて傷が付かない構造とした.パックに

いもが半分程度入ると，いもの重量でダンパが徐々に下

がる.

パックは，キャスタ付きの底板を引き出し移動が可能

である.
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赤土パレイショ調製機の作業性能調査

l 試験方法

(1) 試験 I 徳之島支場内調査

ア 供試機土落し部，選別部，繰上げ部，収納部

イ 試験場所伊仙町函縄農業試験場徳之島支場内

ウ 供試品種 ‘農林 l号 ‘メークイン'

エ付着土 壌 処 理 時 土 壌水分「高J， r中J， r低J
オ 試験期日 2004年 3月4日

カ 作業人員 2名(投入者 l名，選別者 1名)

キ 作業工程 掘取り後のパレイショの付着土壌の除

去を調製機で行い，選別部で選別作業

者が選別後，繰上げ部を使用しフレコ

ンパックに収納する.

ク 調査項目 連続作業時の作業能率調査，

連続作業時の処理後損傷割合，

作業時間比較，

調査基準は表 5，表 6，表 7.

(2) 試験 2 小規模農家調査(土落し部，選別部のみ)

ア供試機土落し部，選別部

イ 試験場所伊仙町喜念

ウ 供試品種 ‘農林 l号'

エ付着土嬢処理時土壌水分「中j

オ 試 験 期 日 2006年2月

カ 作業人員 3名(投入者 l名，選別者 2名)

キ 作業工程 あらかじめ乾燥させたパレイショの付

着土壌の除去を調製機で行い，選別部

で補助作業者が選別後，人力でフレコ

ンパ ックに収納する.

ク 調査項目 作業能率，連続作業調査，

作業精度，処理後付着土壌割合

(3) 試験 3 中規模農家調査(フルセット)

ア 供試機土落し部，選別部，繰上げ部，収納部

イ 試験場所伊仙町河地

‘農林 l号'

処理時土壊水分「高1

2006年 2月

3名(投入者 l名，選別者 2名)

あらかじめ乾燥させたパレイショの付

着土壊の除去を調製機で行い，選別部

で補助作業者が選別後，繰上げ部を使

用しフレコンパックに収納する.

作業能率，連続作業調査，

作業精度，処理後付着土壌割合

ウ 供試品種
表 5 作業時間比較時の作業工程

エ付着土壌

作業 慣行作業 調製機作業 オ 試験期日

掘取り テ'イガ デイガ
カ 作業人員

キ 作業工程
土落し 5名

拾込搬出 5名 5名

調製機 フルセット 2名
ク 調査項目

表 6 付着土壌水分状態の調査基準

高 25~17%程度
掘取り直後で付着土嬢が高い状態

中 16~ 8 %程度
コンテナ表層は土壌含水比は低いが，内部は
高い状態
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表 7 皮剥けの調査基準

判定 JJ 状態

少
中
多
甚

0
0
0
×
 

無傷または点状の微細な皮剥け
表面積10%以下程度の皮剥け
表面積の10%以上の皮剥け
いも全体に広くつながった皮剥け

注 1) 判定O出荷可 x出荷不可

(4)、試験 4 大規模農家調査

(フルセット+フォークリフト)

ア供試機土落し部，選別部，繰上げ部，収納部

投入袋，収納袋の移動にフォーク l'フト

を使用

イ 試験場所和泊町皆川(沖永良部島)

ウ 供試品種 ‘メークイン'

エ付着土壊処理時土壌水分「高J， r中J， T低j

オ 試 験 期 日 2006年 3月

カ 作業人員 5名(投入者 2名，選別者 3名)

キ 作業工程 あらかじめ乾燥させたパレイショの付

着土壌の除去を調製機で行う.作業者

5名で，フォークリフトを使用し，フ

レコンパックの持ち上げ投入，士落し

後のパック移動を行う.

ク 調査項目 作業能率，連続作業調査，

作業精度，処理後付着土壌割合
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2 結果

(1) 試験 l 徳之島支場内調査

ア作業能率

表 8に機械作業能率を示す.投入者 l名，選別者 l名

で，いも投入から調製，選別，フレコンパック投入まで

の作業能率を調査した. ‘農林 l号 ‘メークイン'

で試験を行った.付着土壌水分は「低」である.

‘農林 l号'では525kgを19.3分で処理し 1時間当た

りの処理量はl，632kgとなった.

‘メー クイン'では525kgを15.4分で処理し 1時間当

たりの処理量は2，045kgとなった.

イ 作業精度

表 9に処理後付着土壌割合，表10に処理後損傷率を示

す.

‘農林 l号'の処理後付着土壌割合は，付着土壌水分

「高」では作業前6.5%が機械処理後1.9%，選別者の土

落し作業で0.9%となった.付着土壌水分「中Jでは作業

前10.1%が機械処理後2.3%，選別者の土落し作業で1.0

%となった.付着土嬢水分「低」では作業前6.1%が機械

処理後0.6%，選別者の土落し作業で0.4%となった.処

理後の損傷割合は，付着土壌水分「高jでは出荷不可の

度剥け「甚Jが4.9%，付着土壌水分「中jでは0.6%，

付着土壌水分「低Jでは2.2%となった.

‘メークイン'の処理後付着土壊割合は付着土壌水分

「高jでは作業前19.6%が機械処理後6.5%，選別者の土

落し作業で3.3%となった.付着土壌水分「中Jでは作業

前12.2%が機械処理後4.9%，選別者の土落し作業で1.2

%となった.付着土壌水分「低」では作業前 11. 2%が

機械処理後0.4%，選別者の土落し作業で0.1%となった.

処理後の損傷割合は付着土壌水分「高Jでは，出荷不可

の皮剥け「甚」が0.8%，付着土壌水分「中」では3.7%，

付着土壌水分「低」では0.3%となった。

ウ 慣行作業との作業時間比較

表11に10a当たり延べ収穫作業時間を示す.慣行作業体

系の32.3時間に対し，調製機体系は， 14.3時間であ った.

したがって，慣行作業体系と比較して， 2.3倍の能力であ

った.

表 8 機械作業能率

口 種 処理量 処理時間 1時間量口口

付着土壌水分 (kg) (min) (kg/h) 

農林 l号 低 525.0 19.3 1，632 

メークイン f正 525.0 15.4 2，045 

表 9 処理後付着土壌割合

口口口 種 いも付着土壊割合(重量%)

付着土壌水分 作業前 機械 機械+選別者

農林 l号 高 6.5 1.9 0.9 
中 10.1 2.3 1.0 
低 6.1 0.6 0.4 

メークイン高 19.6 6.5 3.3 
中 12.2 4.9 1.2 
低 11. 2 0.4 O. 1 

表10 処理後損傷率

ロロロ 種 皮剥け程度 (個数%)

付着土壌水分 少 中 多 甚

農林 l号 高 59.1 27.5 8.5 4.9 
中 91. 0 7.8 0.6 0.6 
低 52.8 41. 6 3.4 2.2 

メークイン高 84.2 10.0 5.0 0.8 
中 54.2 25.5 16.6 3.7 
低 72.8 20.8 6.1 0.3 

表11 10a当たり延べ収穫作業時間 (時間)

項目 掘取土落拾込調製機合計

搬出

調製機

慣行

3.3 8.7 2.3 14.3 

32.3 3.3 27.1 1. 9 

(2) 試験 2 小規模農家調査(土落し部，選別部のみ)

ア作業能率

表12に機械作業能率を示す.投入者 1名，選別者 1名

で，いも投入から調製，選別，人力によるフレコンパッ

ク投入までの作業能率を調査した. ‘農林 l号'で調査

を行い， 700kgを3時間で処理し 1時間処理量は233kg

となった.

イ 作業精度

表13に処理後付着土壌割合を示す.処理後付着土嬢割

合，作業前6.3%が機械処理後1.8%，選別者の土落し作

業で0.9%となった.

表12 機械作業能率

品 種 処理量 処理時間 1時間量
付着土壌水分 (kg) (h) (kg/h) 

農林 1号中 700 3.0 233 

表13 処理後付着土壌割合

品 種 いも付着土壌割合(重量%)

付着土壌水分 作業前 機械 機械+選別者

農林 1号中 6.3 1. 8 0.9 
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(3) 試験 3 中規模農家調査(フルセット)

ア作業能率

表14に機械作業能率を示す.投入者 l名，選別者 l名

で，いも投入から調製，選別，フレコンパック投入まで

の作業能率を調査した. ‘農林 l号'で調査を行い，

800kgを2時間で処理し 1時間処理量は400kgとなった.

イ 作業精度

表15に処理後付着土壌割合を示す.処理後付着土壌割

合は，作業前8.5%が機械処理後1.7%，選別者の土落し

作業で0.8%となった.

表14 機械作業能率

品 種 処理量 処理時間 1時間量
付着土壌水分 (kg) (h) (kg/h) 

農林 l号高 800 2.0 400 

表15 処理後付着土壌割合

品 種 いも付着土嬢割合(重量%)

付着土壌水分 作業前 機械 機械+選別者

農林 l号高 8.5 1. 7 0.8 

(4) 試験4 大規模農家調査(フルセ ット+フォークリ7ト)

ア作業能率

表16に機械作業能率を示す.投入者 2，選別者 3名で，

いも投入から調製，選別，フレコンパ ック投入までの作

業能率を調査した.フォークリフトでフレコンパ ックを

持ち上げ投入，土落し後フレコンパ ックに収納する.

‘メークイン'で試験を行い2，000kgを42分で処理し，

1時間処理量は2，857kgとな った.

イ 作業精度

表17に処理後付着土壌割合を示す.処理後付着土壌割

合は，付着土壌水分「高」では作業前4.6%が機械処理後

1.5%，選別者の土落し作業で1.0%となった.付着土壌

水分「中jでは，作業前5.9%が機械処理後2.7%，選別

者の土落し作業で1.1%とな った.付着土嬢水分「低Jで

は，作業前6.5%が機械処理後0.4%，選別者の土落し作

業で0.1%となった.

表 18 経済試算

作業能 率 (kg/h)
年間稼働日数(日 )
作業時間 1日 (h)

処理可能 量 (Kg)

機械価格 (円)
損益分岐点 (ha)

土落し部

400 
60 
2 

4，800 
423，360 

0.49 

士落し 部

+選別部

600 
60 
2 

7，200 
809，130 

0.84 

表16 機械作業能率

品 種 処理量 処理時間 1時間量
付着土壊水分 (kg) (m i n) (kg/h) 

メークイン低 2，000 42 2，857 

表17 処理後付着土壌割合

品 種 いも付着土嬢割合(重量%)

付着土壌水分 作業前 機械 機械+選別者

メークイン高 4.6 1.5 1.0 
中 5.9
低 6.5

2.7 1. 1 
0.4 0.1 

経済試算

l 徳之島での実績による経済試算

表18に経済試算を示す.徳之島での実績から，パレイ

ショ収量1.4t/lOa，平均単価150円で試算を行った.

試算条件を，年間稼働日数60日，作業時間は 2時間/日 ，

実作業率100%とした.

土落し部のみ使用では購入金額423，360円 1シーズン

の処理可能重量4，800kg，損益分岐点は， 0.49haである.

土落し部+選別部では，購入金額809，130円 1シーズ

ンの処理可能重量7，200kg，損益分岐点は， 0.84haである.

土落し部+選別部+繰上部では，購入金額1， 196，895円，

Iシーズンの処理可能重量9，600kg，損益分岐点は，

1. 19haである.

フルセ ットでは，購入金額1.354， 920円 1シーズンの

処理可能重量9，600kgで，損益分岐点は， 1. 35haである.

考察

「赤土パレイショ調製機Jの導入により，収穫作業時

間が約50%短縮され，軽作業化が可能となる.

屋外作業時間が約40%程度に短縮されることで，天候

に左右されにくくなる.また，雨天の前には掘取り作業

のみを行い，倉庫内で土落し作業を行うことで規模拡大，

定時，定量出荷が可能となる.

規模別の導入形態，効果として，小規模生産者では，

土落し部，選別部の導入で土落し作業の軽作業化が図ら

れる.

土落し部

+選別部

+繰上部

800 
60 
2 

9，600 
1，196，895 

1. 19 

土落し部

+選別部

+繰上部

+収納部
(フルセット)

800 
60 
2 

9，600 
1，354，920 

1. 35 
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中規模生産者ではフルセットの導入により，フレコン

パックへの自動投入を行い規模拡大が可能となる.

大規模生産者ではフルセットと既存のフォークリフト

や天井クレーン等の機械装備を使用することで，機械性

能を十分に発揮できる.また. r自走式赤土パレイシヨ

収穫機Jとの組み合わせも有効と考えられる.
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The Developement of Potato Processing Machine under the Condition of Heavy Clay Soils 

in Amami Aarea 

Eiichi Kuroki. Yushi Tameike. Shigekiyo Shirasawa組 dYoshinori Takizawa 

Summary 

Potato cultivated in Amami area have difficulty with the removal of soil sticking in a crop. Therefore， we developed the new machine 

which could remove surface soil effectively. 

1 We developed the potato processing machine enable be utilized in the heavy clay soil area， on potato's harvesting. 

2 Wec組 dropthe soil adhered on the surface on potato effectively by using白ismachine. 

3 The machine developed has the equipment of removing soi!， and the soil adhered to potato harvested is 3% or less. 

4 The lowest-lirnit area for也ismachine concerning economy is 1.4ha. 

Keywords Harvest， Heavy clay soil， Potato， Prepare， Removal of red soil 
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