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技術論文
農業機械学会誌 73(6): 397~406， 2011 

コンパインの湿材適応性拡大に関する研究明4報)*

一一濫材適応技術の汎田コンパインへの適用

栗原英治*lt・梅田直円*2.日高靖之*2・杉山隆夫*3・野波和好料
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本報では，白脱コンパインに有用であった湿材適応技術を汎用コンパインへ適用し，その有用性につい

て述べた。フッ化樹脂コートを施した揺動選別機構等を備えた汎吊コンパインを開発し，水稲の収穫試験

において自脱コンパインと同様の効果を確認するとともに，大立の収穫試験を行った結果，水分の高い大

豆を収穫した場合の汚粒発生割合や汚染度が，従来機と比較して低減したことから，汎埠コンパインの収

穫作業時間帯の拡大や大豆の高品質生産に寄与できると考えられた。また，開発機を用いて，揺動選別機

構に施したフッ化樹脂コートの耐久性試験を行った結果，大豆ほ場において約 60ha収護しでも，フッ化

樹脂コートの一部分が摩耗した程度であった。以上より，湿材適応技術は汎用コンパインの水稲収穫作業

や大豆収穫作業に有用であった。

[キーワード]汎用コンパイン，援動選5jlJ機構，フッ化樹脂コート，水抵火'，i，汚粒

Study on Increased High-Moisture-Paddy Adaptability in Combine (Part 4)* 

一-Application of High悶Moisture-PaddyAdaptability Technology to a Multi心ropCombin巴一一一

Eiji KURIHARA叶， Naonobu UMEDA*2， Yasuyuki HIDAKA*2， 

Takao SUGIYAMA*3， Kazuyoshi NONAMI料

Abstract 

In this study， we applied high-moisture伺paddyadaptability technology that had proved useful 

for a head-feeding combine to a multi-crop combine. We describe the utility of its application. We 

developed a multi司cropcombine that included water-repellent processing in the oscillating separa-

tor. Paddy field tests revealed that the same effect as a head-feeding combine was confirmed. 

Soybean field tests revealed that the generation ratio of muddy soybean and mud level of soybean 

when harvested under high-moisture conditions was lower than with a conventional model. 

Operating time of the new version was longer and contributed to production of better-quality 

soybean. Durability tests with the developed multi-crop combin巴onabout 60 ha of soybean fields 

also revealed that only a part of the water-repellent processing in the oscillating separator wore 

out. High-moisture姐paddyadaptability technology was thus shown to be useful for paddy harvest-

ing work and soybean harvesting work carried out by a multi-crop combine 
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I 緒 1=> 

本研究においては，自脱コンパインの収護可能な条件

の拡大，例えば，午前 10時から午後4時までの収穫作業

時間帯を前後 1時間ずつ拡大するため，自税コンパイン

の脱穀選別部における謹材適~性拡大を図ることを呂的

とした。第 1報では，揺動選別機構のはっ水加工技術に

より，湿材収穫作業時における選別性能の向上を留るこ

とに成功した(栗原ら， 2008 a)。第 2報では，税穀部の

送塵弁開度制笹11技術により，湿材収穫作業時における脱

穀部所要動力の急増抑制を図ることに成功した(栗原ら，

2008b)。また，第 3報では，はっ水加工技術および送塵

弁開震制御技術を備えた自脱コンパインの実用機を開発

し，実証試験において，一般的に言われている収穫作業

時間帯(例えば午前 10時から午後4時)を前後 l待問寂

度拡大することに成功した(栗原ら， 2011)。さらに，送

塵弁開度制僻機構およびフッ化樹脂コートを施した揺動

選別機構を備えた自脱コンパインが 2010年より市販化

されている。そこで，本報では，告脱コンパインに有用

であった湿材適応技術(フッ化樹脂コートを施した揺動

選別機構等)を汎用コンパインへ適用し，水稲を対象作

物とした収穫試験を行い 2番還元割合等について調査

するとともに，特に大豆を対象作物とした精度試験や耐

久性試験などを行い，その予言用性について検証した。

近年，日本の大豆自給率は極めて低く，菌産大豆の生

産増大が期待されている O 一椴的に，大豆の叙穫には，

汎用コンパインや大豆用コンパインが広く利用されてい

る。農林水産省 (2006)が作成した大豆に関する資料に

よると，全国の大豆作付面積のうち，汎用コンパインに

よる収護面積は全体の約 38%，大豆用コンパインによる

収穫面積は全体の約 35%としている。コンパインを用い

て大豆を収穫する際，推奨の収穫作業時間寄および大立

の水分等を遵守することや，コンパインの操作を適切に

行って汚粒が発生しないように注意する必要がある O し

かし，実際の大豆の収護作業現場においては，必ずしも

推奨の条件下で収穫作業を行うことができず，収穫時間

や天候の影響を受けてしまった場合，あるいはコンパイ

ンがことや雑草等を攻み込んでしまった場合には，汚粒が

発生してしまうのが現状である(杉山， 1999)。開えば，

水揺および大豆等の輪作体系を行っている地域において

は，水稲の収穫期間が終了すると，すぐに大豆の収穫作

業を始めなくてはならないが，好天が続くことはあまり

期待できず，時前や降雪等の影響を受けることも少なく

ない。そのため，根雪が降る前に全ての大立収穫作業を

終了させるためには，汚粒発生の危検性があるにも関わ

らず，収穫作業を行わざるを得ない状況もあり得るとい

える O これらのことは大豆品質を低下させる要因の一つ

であり，コンパインの大豆収穫作業時における問題点と

なっている。

そこで，筆者らは，汎培コンパインの収穫作業時間帯

の拡大や大豆の高品質生産を目的とし，自脱コンパイン

に有用であった湿材適応技術を，大豆の汚粒低減技術と

して利用するため，大豆収護作業の現状について調査す

るとともに，湿材適応技術の汎用コンパインへの適用に

ついて検討した。

11 従来機の大草収穫時における現状把握

汎用コンパインに関して，大豆収護作業時における現

状を把謹するため，市販の汎用コンパイン (y社製 GC

800， 58.8 k W)を用いて，精度試験を行い汚汚粒発生割

合および

収穫穀粒のうち，汚れた穀粒はどの程度の割合(粒数割

合)であるかを示す指標で， 0~100%の範囲で示され，

穀粒において，汚れた簡所が 1点でもあれば，汚粒とし

てカウン卜される。また，汚染度とは，汚れた穀粒を取

り出し，その汚れの程度で指数 1~4 の 4 段階に分類し，

粒数との加重平均で算出した汚れ指標であり， 1~4 の範

囲で示される(大黒ら， 2000)。大豆の収穫作業は，一般

的に午前 10時以降に行うことが望ましく，収穫前8'

当日とも晴天の場合は 11 時頃から 17 時頃までの 5~6

時間程度とされている(杉山， 1999)。この推奨の時間帯

及びその前後の時間帯における従来機(市販機)の現状

を調査するため，試験時刻を 9 ・ 00~17: 00とした。供

試大豆は宮城県農家ほ場の‘きぬさやか， (J[文最 224kgj

10 a)とした。作業速度を約 0.8mjsとし，試験区間を 45

m (繰り返し走行〉とした。あわせて試験区間における

大豆の穀粒水分，茎水分，英水分の測定を行うため，コ

ンパイン収穫後のサンプルより穀粒，茎，英をそれぞれ

屈収した。

大豆の精度試験の結果は， ~ 1に示す通りであり，茎

水分や英水分が高い午前中の早い時間帯で、ある程，汚粒

発生割合や汚染度が急増した。また，茎水分や英水分が

くなる夕刻にかけても，問様に汚粒発生割合や汚染度

が急増した。そのため，汎用コンパインにおける大立の

収護作業時間帯を拡大するためには，汚粒発生割合や汚

染度を低減させる必要があることが分かった。

下名迫(1988)が行った，汎用コンパイン内部におけ

る部位別汚粒発生状況の諦査によると，穀粒は，機内で

の通過経路が長くなるに従って汚れが大きくなり，特

に，汚れが大きいのは 2番ラセンによって穀粒等が還

元される脱穀部の還元口であった。よって，汎用コンパ

インにおける汚粒を低減させるためには，まず，脱穀さ

れた後，早急に子実と他のものを分離すべきであるこ

と，次に，汚れの原因となる 2番ラセンから脱穀部への
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諸悪童条件
大豆水分の日変化
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図 l 精度試験結果(従来機〉

Fig. 1 Result of accuracy test (Conventional modeJ) 

還元を制限すべきであることとしている O

そこで，汎用コンパインの揺動選別機講や穀粒搬送経

路に対して，はっ水加工(フッ化樹脂コート)を施した

場合，子実と他のものとの分離性の向上効果 2番還元

の穀粒重量割合の低減および汚れの軽減効果を期待でき

ると考え，自脱コンパインに有用であった湿材適応技術

の汎用コンパインへの適用について検討した。

III 毘材適応技術の;凡用コンパインへの適用

1.開発機の概要

大豆収護作業時における汚粒発生割合や汚染度の低減

をねらい，自脱コンパインに有用であった湿材適応技術

を市販の汎用コンパイン (Y社製 GC800，58.8 k W)に適

用し，湿材適応技術を備えた汎用コンパインを開発機と

位置付けた。開発機の概要は，次の通りである。まず，

子実と{也のものとの分離性の向上や 2番還元の穀粒重

量割合の低減効果をねらい，揺動選別機構の全面に対し

て，フッ化樹脂コートを施した(閣の。次に，爽雑物が

付着しやすい大豆収穫作業時の専用交換部品(ふたや底

板等)に対しでも，爽雑物の付着軽減をねらい，フッ化

樹脂コートを施した(図的。また，グレンタンク以降の

図 2 フッ化樹脂コートを施した揺動選別機構

Fig. 2 Prototype oscillating separator coated with 

fluororesin 

穀粒搬送経路である排出オーガ縦パイプの側面に対して

は，スリットを設けた(国 4)。なお，スリットについて

は，従来機(市販機)には設けられていない箇所に対し

て新たに設け，従来機よりも土や爽雑物等が抜けるよう

にしfこ。
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図 3 フッ化樹脂コートを施した大豆専用交換部品

Fig.3 Replacement part with coatεd with f1uoro-

resin exclusive to soybean harvesting 

IV 汚粒確認試験(大豆)

1.試験方法

汎用コンパインの開発機を用いて，精度試験を行い，

大豆収穫作業時の汚粒発生割合や汚染度について調査し

た。供試大豆は宮城県農家ほ場の ‘きぬさやか， (Jlx量
224 kgjlO a) とし，対照機は詑来機(市販の Y社製 GC

800， 58.8k W) とし，開発機と従来機を同一ほ場に供試

した。精度試験においては，作業速度を約 0.8mjsとし，

試験区間を 45m(繰り返し走行)とした。また，汚粒発

生がひどいのは，朝方であるため，午前中の早い時間か

ら試験を行い，どれくらい低減できるかを鵠査し朝方

の汚粒発生が低減できれば，夕方においても低減できる

と考え，試験時刻jを8: 00~13 ・ 00 とした。あわせて試

験区間における大立の穀粒水分，茎水分，英水分の測定

を行うため，コンパイン収穫後のサンプルより穀粒，

英をそれぞれ回収した。

2.試験結果及び考察

大主主の精度試験結果は，図 5に示す通りであり，茎水

分や英水分がより高い午前中の早い時間帯では，従来機

の汚粒発生割合は約 75~90%，汚染度は約1.5~L6 で

あった。一方，開発機の汚投発生割合は約 65~70%，汚

染度は約1.2であったことから，開発機は従来機と比較

し汚粒発生割合や汚染度が低減した。また，こういっ

た結果の裏付けとしては，開発機は従来機と比較し，揺

動選別機購のフィンにおける爽雑物の付着が軽減してい

ることが分かった(図的。そのため，湿材適応技訴?を用

いると汎間コンパインの収穫作業時間帯の拡大や大豆の

に寄与できると考えられた。そして，グレン

図 4 二u友き用のスリット

Fig. 4 Slit for soil extraction 

タンク以降の穀粒搬送経路である排出オーガ縦パイプの

側面に設けたスリットについては，未熟粒や央雑物等が

抜けることが観察されたため，汚粒低減に効果があると

推察された。

V フッ化樹脂コートの耐久性試験(大豆〉

1.試験方法

揺動選別機構に施したフッ化樹脂コートの耐久性を調

査するため，汎用コンパインの開発機を用いて，耐久性

試験を行った。開発機には，ボルトによって脱着可能な

グレンパンカバーを新たに製作し，そのグレンパンカ

バーにフッ化樹脂コート (平均膜厚 27.0μm) を施した

後，揺動選別機撲に取り付けた。また，前倒および後側

チャフシーブのフィン全日本に対しでも，新たにフッ

化樹脂コート (平均膜厚 28.3μm) を施した。試験ほ場

は，宮域県の農家の大豆ほ場としシーズン約 60ha 

の試験を行った(園 7)。供試大立を‘たんれい¥ ‘きぬ

さやか¥ ‘宮城しろめ' とした。なお，コンパインの使

用方法については，現地農家の従来通りの使用方法(同

じオペレータがコンパインを運転し，刈取方法等を特に

変更することなくザIJ年連りの収穫作業〕とした。耐久性

試験の終了後，供試したグレンパンカバーやブィンをコ

ンパイン本機から取り外し，グレンパンやフィンの表面

および裏面をメッシュで区切り，メッシュ毎の膜厚を電

磁誘導式膜厚計 CSANKO，SWT8000)で測定した。次

に，予め樹久性試験前に腿定しておいた膜厚の髄と比較

し，約 60haの耐久性試験で減少した模悪童(試験前の

膜1享量試験後の膜!享量)の分布について謡査した。
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試験室長件 大豆水分の臼変化
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図 5 精度試験結果(大豆)

Fig. 5 Results of accuracy test (Soybean) 

2. 試験結果及び考察

開発機を用いて，約 60haの大豆を収穫した結果，収

穫シーズンを通して， フッイ白書諸島コートを胞したことに

よる叙穫損失の増加や機械的なトラフ守ルはなく，順調に

大豆収穫作業を行うことができた。

収穫シーズン終了後，グレンパンカバーや全日本の

フィンの表面と裏面の膜厚をメッシュ毎に調査した結

果，まず，グレンパンカバーについては，平均膜車減少

量は 3.9μm (蝶準偏差 3.4μm)，最大膜寧減少量は 16.6

μmであり，機体前方から後方にかけて徐々に誌がるよ

うに療耗していた(関 8)。次に，フィンの表面について

は，機体前方から 2本日までのフィンの平均膜厚減少量

は3.7μm(標準偏差 3.3μm)，最大膜厚減少量は 15.7μm

であった(関 9)。一方，フィンの裏面については，全体

的に藤淳減少量は少なかった(図 10)。よって，今回の耐

久性試験によると，フッ化樹脂コートは，大豆に対して

ある一定の耐久性があることが分かった。

また，今田得られた膜惇減少量の分布結果によると，

脱穀部の受け椴から端下した大豆穀粒は，揺動選別機構

のグレンパン上で速やかに爽雑物との比重選別を受け，

選別された大穀粒の大部分は， 2番ラセンではなく， 1 

番ラセンに落下していたのではないかと推察された。

よって，大立穀粒の大部分は 2番還元を経出せず，最榎

経路でグレンタンクまで搬送されたため，汚粒発生害Ij合

や汚染度が低減したものと考えられた。

VI 2番還元割合の測定試験(水稲)

1.試験方法

湿材会適応技術を備えたyfL用コンパインの水稲への遊応

性について鵠査するため，水稲を対象作物とした収穫試

験を行った。自脱コンパインでは，第 3報で述べたよう

に，揺動選号IJ機構にフッ化樹脂コートを施した場合，朝
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(a)従来機のフィン

露等が乾L、た推奨のJ[羽生作業時間帯における 2番還元の

穀粒重量割合が減少し番口の穀粒重量割合が増加す

ることが分かっている(栗原ら， 2011)。そこで，汎用コ

ンパイン (M社製 MCH980，72.1 k W)の揺動選別機構

にフッ化樹脂コートを践した場合の選別性能を調査する

ため， 務1蕗等が乾いた推奨の収穫作業時間帯における 2

番還元割合等について議資した。

今回は，フッ化樹脂コートの加工コストを低減させる

ため，告脱コンパインと同探に，部分的な加工とし，揺

動選問機構におけるフィンとグレンパンにのみフッ化樹

脂コートを施した。なお，グレンパンについては， グレ

ンパンカバーを製作し，そのカバーにフッ化J樹脂コート

を施し， フッイヒ;屈指コートが摩耗した際，カパーのみを

(b) 開発機(フッ化 tH~ 脂コート〉のフィン

関 6 揺動選別機構における爽雑物の付着状況

Fig. 6 State of adhesion of impurities in the oscillat-

ing separator 

図 7 フッ化樹脂コートの耐久性試験(大豆)

Fig. 7 Durability test of fluororesin coating (Soy-

bean) 
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体

小
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機

コンパイン
機体在方

5シ

コンJ¥イン
機体在百万 30X30mmメッシュ

滋ちかした際空翌塁塁 (μrn)

0[:<上 2.55長潟

2.5以上 5宋溶

5以上 10未満

10以上 15宋

15L~上 20克己認

20以上 25未満

フッ化鴎脂コートの額厚減少量分布(クレンパンカパー〉

国 8 耐久性試験結果

Fig. 8 Results of dUl‘ability testing 
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コンパイン
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フッ化 tEtl脂コートの膜厚減少

J;gj 9 

コンパイン
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分布(フィン表面〉
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15以上 205転j諮

20以上 25未満

Fig. 9 Results of durability tεsting 

語易に交換できるよう， グレンパンカノイーを揺動選別機

講の本体にボルトによって酉定できるように改造した。

試験は 2試験毘(①フィンとグレンパンのみ加工，

②従来機)を設けた。 供試水稲は生研センタ -[i付属J草場

の‘朝の光'とし，作業速度を約 0.3~0.4rn/ s，試験区聞

を 20rn (繰り返し走行)とした。あわせて試験忍龍にお

ける水稲の籾水分及び、わら水分の制定を行うため， コン

パイン収穫後のサンプルより，穀粒，わらをそれぞれ囲

収した(定温乾燥法:10g粒-105
0

C24時語法)。

2. 試験結果及び考察

汎用コンパインに斡露等が乾いた水稲を供試した結

果，表 lに示すように，フィンとグレンパンのみ加工の

試験1:8:①は番口の穀粒重量割合が 83.3%，2番口の

穀粒重量割合が 16.7%であった。一方，従来機の試験区

②は， 1番日の穀粒重量害IJ合が 76.5%，2番日の穀粒重

23.5%であった。よって，フィンとグレンパン
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コンパイン
機体後方

コンパイン
機体iJljJJ

コン/'iイン
機体!L7吉
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フッ化樹脂 トの膜摩 減少

コンパイン
機体お方

3ぅ

分布(フィン裏面〉
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関 10 耐久性試験結果

Fig. 10 Results of durability testing 

のみ加工の試験包①は，従来機の試験区舎と比較し， 2 

番還元の穀粒重量割合が約 3割減少し番日の穀粒重

量割合が約 l割増加することが分かった。なお，この傾

向は，自脱コンパインと時様の傾向であり，朝露等が乾

いた陸奨の収穫作業時間帯における選別性能が向上する

ことが分かった。すなわち，自脱コンパインで得られた

結果等も臨まえると，混材i収穫作業時の選別損失の軽減

効果に加えて，推奨の収穫作業時間請における選別性能

の向上を期待できることが分かった。

VII 摘要

本報では，汎用コンパインの大豆収穫作業時における

現状把握を行うとともに，湿材適応技術を備えた汎用コ

ンパインを開発し，水揺や大豆を対象作物とした精度試

験や耐久性試験等を行った結果，以下の所見を得たo

1)汎用コンパインの従来機(市販機)を鳴いて，精度試

験を行った結果，大立の水分が高いほど，汚粒発生割合

や汚染度が急増することが分かった。そのため，汎毘コ
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表 1 2番還元割合の測定試験結巣

Table 1 Measur官 nenttest of chaff return ratio 

試験区
作業速度 穀粒lli絞 (kg) 来~t立ill:l止さ IJ合 (%) 籾水分 わら水分
(m/s) 11'l:f口 2喜子口 重量計 11'l:f臼 2悉!こi (%) (%) 

ブ y1ヒ樹JJ旨コート
0.41 18.36 3.54 21町90 83.84 16.16 17.6 67.9 

(フィンとグレンパンのみ)
0.35 16.34 3.64 19.98 81. 78 18.22 17.7 68.8 

0.41 16.34 3.06 19.40 84.23 15.77 17.7 67.3 

平均 。‘39 17 .01 3.41 20.43 83.28 16.72 17.7 68.0 

従来機 0.38 15.68 4.20 19.88 78.87 21.13 16.5 67.7 

0.43 14.52 4.68 19.20 75.62 24.38 16.6 68.4 

平均 0.39 14.77 4.52 19.29 76.53 23.47 16.5 67.6 

試験条件

コンパインの種類 汎用型 送媛弁設定 7 (磁標準)

lliI式(機関出力) M討会UMCH980 (72.1kW) チャフシーブ設定 3 (傑ι経)

メIJ悩 (m) 2.0 
作業速度 (m/s) 0.3~0.4 

試験IRllil(m) 20 

ンパインにおける，水分の高い大豆への遮応性を拡大さ

せるためには，汚粒発生割合や汚染震を低減させる必要

があることが分かった。

2)自脱コンパインに有用であった湿材適芯技術(フッ化

樹脂コートを施した揺動選別機構等)を備えた汎閤コン

ノてインを開発することができた。

3)汎用コンパインの開発機を開いて，大豆の精度試験を

行った結果，開発機は，従来機(市販機)と比較し，大

立の水分が高いほど，汚粒発生害IJ合や汚染度が低減し

た。そのため汎用コンパインの収穫作業時間帯の拡大

や大豆の高品費生産に寄与できると考えられた。

4)汎用コンパインの開発機を用いて，大豆ほ場において

約 60haの耐久性試験を行った結果，揺動選別機構に施

したフッ化樹脂コートのうち， グレンパンの一部分が摩

耗したものの，チャフシーブのフィンについては著しい

摩耗はなかった。そのため，フッ化桜脂コートは大立に

対して，ある一定の耐久性があることが分かった。

5)水稲を対象作物とし，フッイヒ樹脂コートを施した揺動

選別機構を鯖えた汎用コンパインを用いて 2番還元割

合の調査を行った結果，自脱コンパインと同様に，朝露

等が乾いた推奨の収穫作業時間帯における選別性能が向

上することが分かった。

fJt~え水稲 務]の光
秤長 (cm) 105 (平均)
立毛角(度) 67 (平均)
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コメ

[関読者②のコメント]

湿材を用いた場合の汚染粒割合は賂段に改善していま

すが， それでも好条件の場合に比べてまだまだ汚染粒が

多いと思われます。この点について， どのようにお考え

でしょうか。

ント

[コメントに対する著者の見解]

好条件の場合に比べれば， おっしゃる通りかもしれま

せんが，実際の現場では，必ずしも好条件で作業ができ

ない場合も見受けられます。今回，開発した技術は， こ

ういった好条件ではない場合において，汚粒のレベルを

低減させることが可能であるため，従来機と比較して，

収穫可能な条件の拡大(収穫作業時間帯の拡大)に寄与

できるものと考えております。
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