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技術論文 農業機械学会誌 75(2): 100~ 107， 2013 

ウリ科接ぎ木装置用自動給百装置の開発(第 l報)

一一台木用自動給苗装置の性能評価一一

大越崇博*lt ・小林研*2

要 旨

ウリ科用の半白動接ぎ木装置に適応する高能率な自動給百装置の開発を目的として研究を行った。コ

ンベアによるセルトレイの間欠送りを用いた連続苗取り出しを検討した後，台木用自動給苗装置を製作

して性能試験を行った。その結果，整列播種した苗を使用することにより，連続苗取り出しによる自動給

苗の可能性を確認できた。また カボチャ ユウガオにおいて作物・品種による給苗精度の偏りは見ら

れなかった。分草機構を利用した苗取り出し方法は， X方向+側で 80
0以内，一側で 65

0以内，Y方向は一

側で 70
0

，+側で 35
0以内の倒伏百に対して 100%の取り出しを行うことができ，倒伏苗適応範囲は大幅

に拡大した。

[キーワード]接ぎ木装置，自動給苗，ウリ科野菜，接ぎ木苗，カボチヤ，子葉展開方向，子葉方向揃え

Development of Automatic Seedling Feeding Device 

for Cucurbits Grafting Robot (Part 1) 

一一一Evaluationof Automatic Stock Feeder-一一

Takahiro OHKOSHI*l t， Ken KOBA Y ASHI吋

Abstract 

A study was conducted to develop a high-efficiency automatic seedling feeder compatible with semi 

automatic grafting robot for cucurbits. For continuous picking out seedlings from cell trays intermittently 

fed via a conveyor， an automatic stock feeder was fabricated and subjected to performance testing， the 

results of which demonstrated the feasibility of automatic feeding of aligned stock. No significant 

difference on the accuracy of seedling feeding was found in all varieties of pumpkin and bottle gourd. Its 

seedling divider allowed 100 % removal of seedlings inclined up to 80
0 

in the positive X direction， 65
0 in the 

negative X direction， 70
0 

in the negative Y direction and 35
0 

in the positive Y direction， showing much 

greater flexibility than conventional models 

[Keywords] grafting robot， automatic seedlings feeding. cucurbitaceous v巴getables，grafted plants， pumpkin. cotyledon dir巴ction，
cotyledon orienting 

I 緒言

本研究は，ウリ科野菜における機械接ぎ木作業の省力

化を目的に，最も普及台数の多い(大越， 2007)片葉切

断接ぎを行う半自動接ぎ木装置(以下， I半自動機Jとす

る)に対し，実用レベルの性能を持つ給苗装置の開発を

目的としたものである。

これまでに著者らは，苗供給時に許容される子葉展開

方向の精度を明らかにし(小林ら， 2006)，山型突起固定

ガイドへの接触方式により，整列播種された苗を用いる
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図 l 機能確認用自動給苗装置

Fig. 1 Function ch巴ckmodel 

ことで所要の子葉方向揃え精度が得られることを示した

(小林ら， 2007;小林， 2008など)。さらに基礎試験装置

を製作し，自動給苗におけるセルトレイからの苗取り出

しにおいて，苗の出芽位置がセル中心から半径 13mm

以内，倒伏 120

以内で取り出し可能との見通しを得た(小

林ら ， 2011)。
そこで本報では，基礎試験装置から得られた知見を元

に，所要の子葉方向揃え精度が穂木苗の:t450以内に対

し，:t350以内(小林ら，2006)とより厳しい台木苗を対

象に，セルトレイから百の取り出しを連続して行える台

木用自動給苗装置を試作し半自動機を対象とした苗供

給自動化の可能性について検討した。

E 連続苗取り出しの検討

半自動機へ連続的に苗を供給するには，セルトレイで

育成された苗を l本ずつ取り出し，子葉展開基部を基準

とした高さ揃えおよび子葉方向揃えを行う必要がある。

これらの作業を自動化するためには，①苗の曲がりや傾

きおよびセルトレイ内での出芽位置のばらつきに対する

適応性が高い取り出し機構，②作業対象となる個体を他

から分離する機構，③高さおよび子葉展開方向の位置決

め機構等の開発が必要となる。これらを踏まえた上で¥

基礎試験装置をベースにセルトレイの搬送および連続苗

取り出し機構を備えた機能確認用自動給苗装置(以下，

「機能確認機」とする)を製作し，連続苗取り出しの可能

性を検討した。

1.機能確認機の概要

製作した機能確認機を図 1に示す。この装置はセルト

レイ搬送部，苗取り出し搬送部，制御部に大別できる。

セルトレイ搬送部は，ブレーキモータ(オリエンタル
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図 2 機能確認用自動給苗装置における分草機構

Fig. 2 Seedling divider of function check model 

4IK25RGN司A-SS21)駆動の平ベルトコンベアで，セルト

レイを長辺方向に移動させるようになっている。またコ

ンベア進行方向に対し直交するように光電センサを配

しセルトレイのセル間を検知することで，セル 1列ご

との間欠運転を繰り返す構成とした。

苗取り出し搬送部の基本的な構成は，基礎試験装置(小

林ら， 2011) と同様で¥リニアアクチュエータにより，

原点からセルトレイ短辺方向の各セル聞を往復移動する

苗搬送機構に，①双葉状の子葉展開を有する苗を子葉展

開基部で懸架するための切欠を持つ苗保持機構，②セル

トレイ中の苗を地際で切り取る切断機構，③子葉展開基

部で懸架した状態の百を前後に揺動し子葉を固定ガイ

ドに接触させることにより子葉展開方向を一定に揃える

子葉方向揃え機構を配しさらに苗の取り出し精度向上

を目的として，④対象とする苗のみを百保持機構に分

離・誘導する分草機構を新たに付加した(図 2)。

分草機構は，リニアアクチュエータによりコンベア進

行方向と直交するように移動する L字型のロッド(以

下， I分草ロッドjとするにおよび分草ロッドをセルト

レイ地際面より吊持ハンド上面高さまで移動させるエア

シリンダによって構成される。セルトレイ上の指定列苗

と次列苗との聞に移動した分草ロッドは，次列苗との分

離，および取り出し対象苗の目玉軸を起立させながら吊持

ハンドへ誘導するため上昇する。上昇時には吊持ハンド

の左右の指と誘導舌片により百を囲む台形が形成され，

ハンドの開聞による苗の位置ずれや損傷を防止するよう

になっている。

制御部はプログラマブルコントローラ(キーエンス

KV-40DR)によるシーケンス制御を行い，苗の取り出し
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図 3 百取り出しフローチャート

Fig. 3 Flowchart of automatic picking out seedling 

表 1 機能確認用自動給苗装置精度試験/供試苗の形状特性1)

Table 1 Dim巴nsionof seedlings for accuracy test of function check model
1
) 

子葉展開方向2) nf軸径x3) 目玉軸径 y4) 目玉軸長5) 出芽位置6)

[OJ [mmJ [mmJ [mmJ [mmJ 

平 均 -1 2.7 3.0 62 3.2 

標準偏差 20 0.2 0.2 5 1.4 

最 小 -46 2.3 2.7 53 0.4 

最 大 46 3.0 3.7 76 6.8 

0・改良新土佐一号， 2)ガイド面を基準とし時計回りを+とする 3)短軸(子葉展開)

方向 4)長軸方向 5)セルトレイ上面から測定 6)セル中心からの距離

から子葉方向揃えまでの工程を lサイクル(図 3)とし

セルトレイ短辺方向の各セル聞を移動する苗取り出し搬

送部と長辺方向に移動するセルトレイの組み合わせによ

り，セルトレイからの連続した苗取り出しを実行する。

2.連続苗取り出しによる自動給苗の検討

(1) 材料および方法

72穴セルトレイ(口 36mm)にて育百したカボチャ‘改

良新土佐一号(サカタのタネ).を供試しセルトレイか

らの連続取り出し給苗運転(以下，自動運転とする)に

よる試験を行った。

機能確認のため. 3枚のセルトレイを順次搬送コンベ

ア上に載せ，自動運転時の作業能率と作業精度を調査し

た。試験には，セルトレイ短辺方向に対し楕円形状の種

子長軸が平行となり，かっ出芽位置がセル中心付近にな

るように整列播種した苗(表 1) を供した。

作業精度は苗取り出し，高さ揃え，子葉方向揃えの成

否を評価することとしすべてに成功したサンプルの全

サンプルに対する割合を給苗成功率と定義して算出し

た。それぞれの評価については，苗取り出しはセルトレ

イから匪軸を保持した状態で切り取ることができている

かの成否，高さ揃えは吊持ハンドが子葉展開基部を懸架

しているかの成否，子葉方向揃えについては，固定ガイ

ド面を基準 (0
0

) とし，平面視で時計回り方向を+とし

て，子葉展開方向を土30
0以内へ揃えることへの成否を

調査した。なお，苗供給時に許容される子葉展開方向揃

えの精度は，基準に対して士35
0以内である(小林ら，

2006)が，商品化を念頭に安全率を考慮して，成否判定

基準は::1:::30
0以内とした。
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図 4 台木用自動給百装置の外観

Fig. 4 Prototype automatic stock feeder 

(2) 結果と考察

総作業回数は 216回であり，設計仕様外の匹軸長 50

mm以下の苗と欠株を除いた実作業本数は 204本であっ

た。総作業時間は 14分 24秒で l回当たりの平均作業

時聞は 4.0秒，毎時作業本数に換算して 900本となり，

半自動機の毎時処理能力である 800本(大越. 2007) を

上回った。また，給苗成功率は 95.6%であった。給苗失

敗の原因として，子葉方向揃え不良が4回あったが，こ

れは，取り出し時に隣接苗の子葉と接触して子葉展開方

向が大きく変わったために，固定ガイドによる修正が出

来なかったことが主な原因であった。

以上から，整列播種を行い，設計仕様であるトレイ上

面からの臨軸長 50mm以上，出芽位置はセル中心から

半径 13mm以内の苗を使用した場合の，機能確認機の

処理能力は 900本 /hであり，この条件下であれば半自

動機の処理能力に合わせた連続苗取り出しが可能である

ことを確認した。より実用性を高めるためには，欠株や

セルトレイ内での生育不良苗，接ぎ木できない奇形苗等

の扱いを検討する必要がある。また，隣接百との接触が

子葉展開方向へ影響を与えることから，百取り出し時に

おける隣接苗との分離性能をさらに高める必要性を確認

した。

111 台木用自動給苗装置の試作

機能確認機による試験結果に基づいて，台木用自動給

苗装置(以下.I台木給苗装置」とする)を試作し作物・

品種適応性および子葉の聞き具合を示す子葉展開角が子

葉方向揃えに及ぼす影響を確認するとともに，倒伏した

苗への適応性向上について検討した。なお，本試作にお

いて自動給苗の対象を台木のみとしたのは，台木と穂、木

では要求される仕様が異なり，装備される機能も違うた

め，別の機構で開発する必要があるためである。穂木用

自動給苗装置については，次報にて報告する。

分草ロッド

図 5 台木用自動給苗装置における分草機構

Fig.5 Se巴dlingdivider of prototype automatic stock feeder 

固定ガイド

← Y軸→+

図 6 自動給苗動作

Fig. 6 Motion of seedlings feeding 

1.装置の概要

製作した装置を図 4および図 5に示す。この装置はE

で検討した機能確認機をベースとし半自動機への苗の

移送，受け渡しを行える構成とした。そのため半自動機

への百受け渡し部にあたる苗供給部を半自動機より移設

し新たに子葉方向揃え用の固定ガイドと高さ揃え用の

引き下げ機構を加え，苗整列供給部とした。また，分草

機構において，分草ロッドの形状変更および補助ロッド

の追加行い，隣接苗との分離倒伏苗への適応性の向上

を図った。
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表 2 台木用自動給苗装置精度試験/供試苗の形状特性

Table 2 Dimension of seedlings for accuracy test of prototype automatic stock feeder 

イ乍 物 子葉1) 目玉軸2) 目玉軌3) 目玉軸1) 倒伏5) 伊l伏6) 子葉 出芽7)

展開方向 径 X 径 Y 長 角X 角Y 展開角 位置

[OJ [mmJ [mmJ [mmJ ["J [OJ ["J [mmJ 

カボチャ A8)

平 均 11 2.6 3.5 68 -2 。 96 3.8 
標準偏差 31 0.1 0.2 7 9 4 10 1.8 
最 -82 2.3 3.0 50 -36 -11 65 0.8 
最 大 90 2.9 3.9 78 22 11 120 8.9 

カボチャ B9J

平 均 -10 2.5 3.0 73 2 2 97 2.6 
標準偏差 45 0.1 0.2 8 6 4 10 1.9 
最 -85 2.2 2.6 55 -14 -8 70 。。
最 大 90 2.9 3.5 93 13 12 120 12.2 

ユウガオ A10
)

平 均 7 2.6 2.9 66 l 2 114 3.0 
標準偏差 40 0.2 0.2 5 υ 「 5 16 1.4 
最 70 2.2 2.4 55 -15 -10 75 0.6 
最 大 90 3.4 3.2 76 10 10 150 6.0 

ユウガオ BlU

平 均 2.7 3.0 62 -1 5 125 3.2 
標準偏差 20 0.2 0.2 5 7 9 12 1.4 
最 46 2.3 2.7 53 -20 -31 85 0.4 
最 大 46 3.0 3.7 76 14 15 150 6.8 

1)ガイド面を基準とし時計回りを+とする 2)短軸(子葉展開)方向 3)長軸方向 4)セル
トレイ上面から測定 5)セルトレイ短辺方向 6)セルトレイ長辺方向 7)セル中心からの距
離 8)‘ゅうゅう一輝， 9)・ひかりパワ- 10)'ドンK' 11)'かちどき 2号.

半自動機では，育百トレイから苗を取り出し，入手に

て子葉展開方向と高さを位置決めしながら装置前方より

百を供給している。これら工程の自動化のため，半自動

機を中心に自動給苗装置を左右に配するレイアウトと

し苗保持機構で保持した苗を持ち替えることなく受け

渡せるよう，苗保持機構を百取り出しシリンダおよびリ

ニアアクチュエータによって，入手作業の軌跡と同様な

「コの字J状動作(図 6)をさせることで半自動機へ百を

受け渡す構成とした。

また，機能確認機では，百取り出し搬送部に子葉方向

揃えのための固定ガイドを設けていたが，半自動機への

受け渡し工程中に子葉展開方向が変化する可能性が考え

られたため，受け渡し作業の終端で，子葉展開方向を固

定させることとし固定ガイドの設定位置を苗取り出し

搬送部から自動給苗工程の終端となる苗整列供給部に変

更した。また，これまでの自由落下のみによる高さ揃え

に加えて，半自動機への百受け渡し後に，子葉展開基部

での懸架を確実に行うための苗引き下げ工程を追加し

た。これは苗整列供給部において，受け渡された苗を保

持する供給ハンドの下方側に，受け渡された苗の佐軸中

段部を把持する引下ハンド および引下ハンドを降下さ

せるエアシリンダ(ストローク 20mm) を配した構成で

行うようになっている。

苗整列供給部への受け渡し手順は以下の通りである。

セルトレイから苗を切り出し後退した吊持ハンドを， リ

ニアアクチュエータによって移送させ，苗整列供給部と

吊持ハンドの中心が一致する位置で停止する。次に，吊

持ハンドを百整列供給部へ前進させ， 2往復半の揺動動

作による子葉方向揃えおよび高さ揃えを行った後に，苗

整列供給部へ受け渡す。この際，苗整列供給部の供給ハ

ンドと引下ハンド双方で苗の匹軸を把持する。揺動時の

シリンダ (SMCMGPM12-60)速度は，前進 200mm/s，

後退 340mm/sであり，前進と後退で速度差をつけるこ

とにより，揺動時の子葉回転速度を変化させている。こ

れにより前進時は，低速で子葉をガイドに沿わせる効果

をもたせ，後進時は，高速で、吊持ハンド内で固着してい

る苗を動かす効果および高さ揃え効果を持たせている。

苗を受け渡した吊持ハンドは開動後に後退し，次工程

の苗取り出し位置へ移動する。吊持ハンドの後退を確認

した後，引下ハンドが降下し，供給ハンド上面を基準に

子葉展開基部が位置決めされる。引下ハンドの把持面に

は，シリコン樹脂を貼付して摩擦係数を高めることによ

り，引下ハンド降下時にグリップ力を持たせ，同時に脹

軸へ傷を与えないようにしている。

Z 作物・品種適応性の検討

(1) 材料および方法

72穴セルトレイ(白 36mm)に整列播種して育苗した

カボチヤ‘ゅうゅう一輝「黒J(埼玉原種育成会)"‘ひかり

パワー(ときわ研究場)，およびユウガオ‘ドン K(久留米

原種育成会)"‘かちどき 2号(萩原農場)，を供試し装置

の機能確認を行った。供試苗条件を表2に示す。

a，作物聞における適応性の確認 カボチヤ，ユウガ



大越・小林:ウリ科接ぎ木装置用自動給苗装置の開発(第 l報) 105 ( 53 ) 

表 3 台木用自動給苗装置精度試験/結果

Table 3 Accuracy test r巴sultsof prototype automatic stock feeder 

作物 カボチャ ユウガオ

ドン K かちどき 2号

なし なし あり1)

53 54 72 
52 53 67 
98.1 98.1 93.1 

2 
3 

回
目口 I重 ゅうゅう一輝 ひかりパワー

なし なし昔士

サンプル数[本] 51 54 
給苗成功数[本] 49 54 
給苗成功率 [%J 96.1 1ω 

作業失敗内訳[本]

高さ揃え不良

子葉方向揃え不良 1 

1)子葉の表裏にスプレーで水を噴霧

オにおいて，産地アンケートを実施し利用頻度の高い

各2品種を供して試験を実施し 作物聞における作業精

度の違いの有無を確認した。あわせて，カボチャに比べ

子葉の大きいユウガオ(‘かちどき 2号')に対し，スプレー

による昔むj(を行ってから供試し かん水等による子葉の

濡れが作業精度に及ぼす影響について調査した。試験は

自動運転で行い，引下ハンド降下時に運転を一時停止し

作業精度を調査した。

b. 子葉展開角が子葉方向揃えに及ぼす影響 これま

でに著者らは，基礎試験装置において子葉展開角が900

未満である場合，子葉方向揃え精度が低下する(小林ら，

2011)ことを確認している。ここでは，子葉展開角が子

葉方向揃えに及ぼす影響を詳細に観察するために，ユウ

ガオに比べ子葉展開角が小さいカボチャ(‘ひかりパ

ワー')において，子葉展開角が 50~100。の苗を供して作

業精度を調査した。試験は自動運転で行い，苗整列供給

部に施したマーキング(固定ガイド面を基準 (0つとし

:t300に線引き)を利用した目視判定とし，0 (完全に士

300以内)， x (完全に:t300

超過)，ム (0と×の判定困

難)に分類した。あわせて，台木給苗装置における作業

能率の測定を行った。なお，子葉展開角は子葉展開基部

と子葉それぞれの外端をむすんだ、角度を測定した。

(2) 結果と考察

a. 作物聞における適応性の確認総供試数 212本に

対して，作業失敗は高さ揃え不良と子葉方向揃え不良が

各 2回発生したが，作物，品種による偏りは見られず，

いずれも給苗成功率は 95%以上となり，キュウリおよ

びスイカ接ぎ木の台木となる主要品種に適応できること

を確認した(表 3)。

また子葉に散水した試験区においての給苗成功率は

93.1 %となり，無散水の同苗使用区と比較して作業精度

が低下した。濡れの影響による隣接百とのからみの発生

や，装置のハンドや固定ガイドに貼りつくなどの現象が

見られ，苗の濡れは作業精度へ影響を及ぼすことを確認

した。

以上からセルトレイに整列播種され，子葉に濡れが無

い百を使用した条件下において，半自動機への実用レベ

ルの自動給百が可能と考えられた。しかし接ぎ木作業
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図 7 子葉展開角と子葉方向揃えの成否

Fig. 7 Relationship b巴tweencotyledon angl巴 andsuccess 

or failur巴ofcotyledon-orienting 

現場では，整列播種が行われない場合が多く，整列播種

を行わない百へ適応で、きようにすることで， より実用性

が高まると考えられる。

b. 子葉展開角が子葉方向揃えに及ぼす影響 試験結

果を図 7に示す。子葉展開角が 800以上の苗において，

給苗成功率が 100%となり，台木供給装置の適応範囲は

80
0以上と確認できた。また l回当たりの平均作業時間

は4.8秒，毎時作業本数に換算して 747本であった。機

能確認機からの作業能率低下は，半自動機への受け渡し

工程の追加，およびそれに伴う搬送距離の延長によるも

のであり，揺動回数の低減やセルトレイと半自動機関の

搬送速度の見直しにより，半自動機の毎時処理能力と同

等にできると考える。

3. 倒伏苗への適応性向上の検討

これまでに著者らは，苗取り出し搬送部の苗保持機構

において，苗倒伏許容範囲は 120以内(小林ら，2006)で

あることを確認している。しかしセルトレイ外周付近

の苗では，かん水等の影響により許容範囲内の倒伏とす

ることが困難と考えられた。

苗取り出し時における倒伏許容範囲が 12
0以内に規制

されているのは，セル中心より半径 13mm以内から出

芽した苗の佐軸が平面視において，吊持ハンドの聞き寸

法 (45mm)および，高さ(セル上面より 50mm) によ
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把持可能範囲

ヘバ欝Fミミ:

(b)分草機構あり

図 8 苗把持機構における把持可能範囲

Fig. 8 Acceptable range for seedling holding m巴chanism

り規定される把持可能範囲(図 8a)があるためであった。

そのため分草機構を見直し倒伏苗を把持可能範囲内へ

誘導することによる適応性向上を検討した。試験時の座

標系は， リニアアクチュエータの移動方向(セルトレイ

短辺方向)を X軸に，セルトレイの移動方向(セルトレ

イ長辺方向)を Y軸にとり，セルトレイ前進方向および

前進方向右側をそれぞれ十とした。

( 1) 分草機構の見直し

従来の分草機構は，次列の苗との聞に分草ロッドを差

し込み上昇させるものであり，倒伏苗の把持可能範囲へ

の誘導効果は Y方向 側のみであった。そこで分草

ロッドの形状をセル外周の Y方向一側およびX方向一

側に沿うように変更し誘導効果を X方向一側にも持

たせるようにした。

これに加え， X方向+側に倒伏している苗への誘導効

果の付与(図 8b)および隣接苗との分離を目的とし， X

方向+側を沿うように前後移動可能な補助ロッドを設け

新たな分草機構とした。補助ロッドはリニアアクチュ

エータ移動時には，苗への進入路を確保するため，後退

しセル外周から離れるようにしている。分草ロッドおよ

び補助ロッドはステンレス丸棒を用い，下端位置をセル

トレイ上面から 2mmの位置とした。

(2) 材料および方法

改良した分草機構の効果を確認するために，苗の取り

出し試験を実施した。試験は直立状態を基準 (00) とし

て， X方向では:t800，Y 方向一側では -70~500の範囲

で人為的に倒伏角を変化させたカボチャ‘ゅうゅう一輝

「黒J'を装置に供給し苗取り出しの成否を観察した。ま

た分草機構による効果が得られない Y方向+側の倒

伏について，出芽位置をセルの中央およびY方向+側

になるように播種し， 30~450の範囲で人為的に倒伏角

を変化させたカボチャ‘ひかりパワー'を装置に供給し

苗取り出しの成否を観察した。それぞれの試験における

供試数は各区 10本とした。 供試百条件を表4に示す。

表 4 倒伏試験/供試苗の形状特性

Table 4 Dimension of seedlings for inclined angle test 

試験区 、、 出芽位置2)
目玉軸長1)

X方向 Y方向直線距離
倒伏方向(出芽位置)

[mml [mml [mml [mml 

X方向およびY方向ー側3)

平 均 77 -2.0 -0.4 3.1 
標準偏差 7 1.8 2.1 1.1 
最 65 -5.0 -6.0 1.0 
最 大 91 3.0 4.0 6.0 

Y方向+側4)

(セル中央)
平 均 62 0.6 0.9 1.7 
標準偏差 3 1.0 1.2 0.8 
最 56 2.0 3.0 。。
最 大 67 2.0 1.0 3.0 

(セルY方向+側)
平 均 61 3.3 8.6 9.3 
標準偏差 2 1.3 0.7 0.9 
最 56 6.0 7.5 7.9 
最 大 64 -1.0 10.0 10.8 

1)セルトレイ上面から測定 2)セル中心からの距離 3) ，ゅうゆ
う一輝， 4)‘ひかりパワー
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Fig. 9 Relationship between inclined angle and succ巴ss

or failur巴ofpicking out seedling 

(3) 結果と考察

80 

倒伏角への適応性試験の結果を図 9に示す。 倒伏して

いる苗への適応範囲は，改良を加えた X方向およびY

方向一側いずれにおいても，これまでの 12
0

から大幅に

拡大した。 x方向については，十側では補助ロッドによ

り倒伏角 80
0の苗でもすべて保持する事が可能になっ

た。一側では，倒伏角 70
0以上において，百取り出し搬

送部が百整列供給部からセルトレイの方向に移動する際

に，分草ロッドとセルトレイ上面間で子葉の巻き込みが

生じるようになり ，100%保持可能な倒伏角は 65
0以内

となった。 Y方向 側における 100%保持可能な倒伏角

は70
0以内だ、った。

Y方向+側における倒伏については，倒伏角 35
0以内

で 100%保持可能となった。出芽位置による影響につい

ては，セル Y方向十位置に播種した苗では，倒伏角 40
0
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になるとリニアアクチュエータによる吊持ハンドの移動

時に吊持ハンドと苗が接触するケースがみられた。設計

上，吊持ハンドと百の接触は倒伏角 450

と想定していた

が，匹軸長および子葉長さの影響を受け，適応範囲は 35
0

以内となった。

以上から，セルの外周を囲う分草ロッドおよび補助

ロッドによる倒伏苗への有効'性が確認できた。また，セ

ル外周を囲い，範囲内の苗を誘導する構成であるため，

出芽位置についても取り出し可能範囲の拡大が見込ま

れ，72穴よりセル間ピッチが狭い多穴セルトレイへ適応

可能と考える。

IV 摘要

ウリ科用の半自動接ぎ木装置に適応する実用的な自動

給百装置の開発を目的として，自動搬送されるセルトレ

イから苗の取り出しを行う機能確認機を製作し，連続百

取り出しの可能性について検討した。さらに補助ロッド

を含む分草機構を備え，セルトレイから取り出した苗の

子葉展開方向および高さ揃えを行った後，半自動機へ受

け渡す機構を備えた台木給苗装置を製作しで性能試験を

行い，以下の知見を得た。

1)機能確認機における連続運転作業能率は時間あたり

900本であった。また，給百成功率は 95%以上であ

り，自動給苗装置に供する苗取り出し手段として，十

分実用性があると判断された。より実用性を高める

ためには，欠株対応等への必要性を確認した。

2)台木給苗装置における給苗成功率は， ~f軸長が 50

コメ

[閲読者のコメント]

著者が指摘されていますように， トレイ中にはその生

育環境によって接ぎ木できないような奇形苗，生育不良

苗などが出てきます。実用化段階におけるこれらの検出

方法あるいは除去方法について現時点でのお考えをご披

露いただければ幸いです。

mm以上で，出芽位置がセル中心から半径 13mm以

内であればカボチヤ，ユウガオにおいて，作物・品種

による偏りは見られず，いずれも 95%以上であった。

より実用性を高めるためには，整列播種を行わない

百への対応が必要であるが，子葉方向揃え用固定ガ

イドの構成，吊持ハンド形状などの変更により可能

であると考えられた。

3)子葉展開角が 80
0

未満になると子葉方向揃え不良が多

発するようになり，給苗成功率は低下した。

4)新たに補助ロッドを追加した分草機構は， X方向+

側で 80
0以内，一側で 65

0以内，Y方向は側で 70
0以

内，+側で 35
0以内の倒伏苗に対し 100%の苗取り出

しを行うことができ，倒伏苗適応範囲は大幅に拡大

した。
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[コメントに対する著者の見解]

研究に先立つて行った現地調査及びアンケート調査の

結果におきましでも「欠株に対応する機構は必須」との

意見を多くいただきました。ご指摘のように， トレイに

栽植された苗の中には，欠株，生育不良，奇形など接ぎ

木不可の宙が発生します。本来であれば，全ての苗を画

像処理等の手段によって選別すればよいのですが，本研

究はカメラを用いない事をコンセプトとして開発してき

たため，接ぎ木装置本体にある苗検出スイッチを活用し

て欠株検出のみを対応するように考えています。欠株を

検出した場合には，再度給苗動作を行うようにします。

生育不良，奇形等につきましては， トレイを自動給苗装

置へセットする際に入手で除去することにより，欠株と

して扱うように考えています。
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