
 
 

分野：露地野菜 

 暖地における青切り出荷用タマネギの 
省力的収穫・調製体系の確立 

試験研究計画名：青切り用調製機を導入したタマネギの省力収穫・調製体系 
研究代表機関名：香川県農業試験場 

開発のねらい： 
タマネギは、キャベツ・ダイコンと並ぶ重要野菜であり、需給バランスと価格安定が求

められる品目です。国内生産量の約半分を占める北海道では、移植から収穫・調製に至る

大型の機械化体系が確立され生産量が安定していますが、水稲跡での栽培が中心となって

いる府県の産地では省力的な作業体系が確立しておらず、近年の価格の低迷ともあいまっ

て生産量が急速に減少しています。このため、2004年以降、業務・加工用を中心に輸入タ

マネギのシェアが拡大しており、2013年には 30万トンと生鮮野菜の輸入量の約４割を占

める状況となっています。 

このような中、都府県の産地では歩行形収穫機やピッカーを利用した小型の機械収穫体

系が確立されつつありますが、収穫物の圃場外への搬出作業は依然として容量約 20kgのプ

ラスチックコンテナを利用した人力による積込・運搬が行われており、高齢化の進む生産

者にとって大きな作業負担となっています。また、収穫後の根・葉切り作業（調製作業）

についても、青切り体系では圃場の中でハサミを使って作業を行うため天候に左右され易

く、これら作業の省力化と高能率化が強く求められていました。 

そこでこれらの課題を解決するため、本事業では主に暖地の青切り出荷体系を対象に、

まず、フレコンバッグの利用を前提とした新型収穫機（掘取り・収納）を開発し、収穫 

作業と運搬・搬出作業の効率化、軽労化を図ります。また、農林水産省の実用技術開発事

業（平成 22～24年度）において開発した青切り用調製機（根葉切り機）の切断精度や操作

・取扱い性の向上のための改良を進めることで、利用できるタマネギの条件拡大や調製作

業能率のさらなる向上を図ります。さらには、これらの機械等を組み合わせた超省力かつ

能率的な新収穫・調製体系を確立することで、暖地におけるタマネギ生産量の拡大と国産

タマネギによる周年供給体制の維持・確保を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真１ 開発した新型収穫機（左）と青切り用調製機（右） 



 
 

１．新型収穫機
　（本事業にて開発）

・作業幅1,050mm
・装着トラクタ18kW以上
・全長2.7m、全幅1.5m
・機体重；488kg
・作業能率；5a/h（3人組作業）

２．フレコンバッグ
　（本事業にて開発）

・角形、自立・折畳み式
・上面開放、底面開閉型
・1000×1000×600H
・容量600㍑・重量2.3kg

３．青切り用調製機
　(実用技術開発事業にて開発、

本事業にて改良)

・２連式、電源AC100V
・全長1.9m、全幅1.0m
・機体重350kg
・処理能力；約7000個/h
・適切り率；95%以上

４．荷役機器（市販機）

フロントローダ、バックホーなど

・揚力：350kg以上
・揚程：2.6m以上

技術体系の紹介： 

１．新体系が導入可能な収穫・出荷体系 

 暖地の収穫出荷体系は、①掘取り後、乾燥工程を経た後に根葉切りして出荷する乾燥出

荷体系と、②掘取り後、乾燥せずに根葉切りして出荷する青切り出荷体系の 2つに大別さ

れますが、今回開発した新収穫・調製作業体系は主に青切り出荷体系を対象としたもので

す。 

 青切り出荷体系では、タマネギを掘り取ったあと直ちに根葉切りし、数日の内に出荷す

るため、タマネギの水分が高く根も葉も旺盛な状態ではありますが、タマネギの性状が一

定の条件を満たせば、開発した収穫機、調製機において安定した性能が得られます。 

  

  

 

 

 

 

 

 

図１ 青切り出荷体系の収穫作業の流れ（現状） 

 

２．新体系に必要な機械装備等 

 新体系による作業には、本事業で開発、改良した機械、資材のほか、市販の機器等の準

備が必要です。新体系に必要な機械装備は下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

写真３ 掘取り・収納作業 

 ⑴ 掘取･収納   ⑵ 搬出(ﾌﾛﾝﾄﾛｰﾀﾞ)  ⑶ 搬入･排出   ⑷ 根葉切り（調製） 

３．新収穫・調製体系の作業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

（１）掘取り・収納  

開発した新型収穫機とフレコンバッグを使ってタマネギを畝ごとまとめて掘り取り、根

付き、葉付きの状態のままフレコンバッグに収納します。 

①畝幅の確認とトラクタ車輪の輪距の調整 

新型収穫機の作業幅（掘取幅）は 1,050mmです。対応できる畝形状は、畝の肩幅(天幅)

が 900～1,050mm、畝高さが 100～250mmです。また、トラクタの車輪が畝を跨げるか否か

を確認します。輪距が狭いと畝やタマネギを踏み付け傷玉等の発生の原因となります。輪

距を拡大するには、左右の車輪を入れ替えたり、ホイールディスクのオフセットによる調

整やタイヤの車軸部にスペーサ(オプション部品)を挿入したりして調整します。 

②揺動刃先の深さ調整 

収穫機の揺動刃先の深さを左右のゲージ輪の高さ 

位置を変えて調整します。刃先深さの目安はタマネ 

ギ球の下 5～10cmとします。根が極端に短くなると 

後の調製機による整列・切断精度の低下の原因とな 

ります。          

③掘取り・収納作業                

作業人員は、トラクタのオペレータ１名とフレコン 

の交換等の補助員１～２名が目安です。特に、圃場の

土塊が大きい場合や雑草が多い場合は、これらの混入

を極力防ぐため、補助員は２名が必要です。 

トラクタの作業速度は 0.9km/h（0.2m/s）程度とし

ます。極端に速度を低下させるとタマネギの繰り上げ

ミスが増加し、収穫ロスの原因となります。 

マルチ栽培のうち、分解性マルチについては作業速 

度を落とせば概ね対応可能です。非分解性のマルチ資

材を裾マルチしている場合は、マルチが収穫機に絡み付

いたり、マルチとタマネギが分離し難いなどの問題があ

るため、事前に除去しないと対応できません。  

④フレコンバッグの交換要領 

フレコンバッグが一杯になればトラクタの走行を停止させ、コンベア上のタマネギをフ

レコンバッグに排出します。次に、油圧レバーで荷台を傾斜させて畝面に接地させ、トラ

クタを前進させてフレコンバッグを荷台から完全に降ろします。手動レバーで荷台を水平

に戻し油圧をロックします。空のフレコンバッグを荷台に設置して作業を再開します。 

ゲージ輪 

写真２ 刃先深さの調整 



 
 

写真４ バックホーによる積込 

写真５ フレコンからの排出 

 

 

 

 

 

 

 

（２）フレコンバッグの圃場外搬出   

 圃場内に並べたフレコンバッグをフロントローダやバックホー等の荷役機器を使って圃

場外に搬出すると同時にトラックの荷台に積み込みます。 

①準備作業 

圃場の枕字部分や搬出口付近は、荷役機器が走行しやすいようロータリ等で事前に整地

しておいたほうが作業が安定して効率よく行え、作業能率がより向上します。 

②フレコンバッグの吊り上げ 

作業人員は、フロントローダ等のオペレータ１名とロープ掛け等の補助員１名が必要で

す。補助員はロープを浮かせ、フォークの差し込み操作をし易くします。ロープはクロス

掛けするなどして吊り上げ時の揚程がなるべく小さくて済むよう工夫します。荷役機器の

オペレータは周囲の安全に十分確認してフォークの差込み、吊上げ等の操作を行います。 

③トラックへの積込み 

吊り上げたフレコンバッグをトラックの荷台に積み込み 

ます。なお、タマネギを収納した場合のフレコンバッグの

最大重量は約 300kgです。荷役機器の揚力は 350kgf以上、 

揚程（持上げ高さ）は 2.6m以上のものが必要です。 

（３）フレコンバッグの搬入とタマネギの排出  

フォークリフト等の荷役機器を使ってフレコンバッグを

吊り上げ、フレコンバッグの底面を解放してタマネギを排

出します。荷役機器の操作に当たっては、油圧機器が他の

作業者に接触しないよう十分な注意が必要です。また、フ

レコンバッグからタマネギを排出する際にはフレコンバッ

の下に潜り込まないよう注意が必要です。     

（４）調製（根葉切り）作業   

開発・改良した青切り用調製機を使ってタマネギの葉切

り（設定葉長 2～3cm）と根切り（根長 0cm）を行います。 

①利用できるタマネギの性状等の条件 

開発した調製機本来の性能を発揮するには、対象とするタマネギが以下の条件を満たし

ている必要があります。 

・茎葉の長さが概ね 20cm以上あること 

・根の長さが概ね 4cm以上あること 

・球形指数(球高／球径)が 0.80～0.95であること 

フレコンを展開して

荷台にセットする 

手動式レバーで荷台を

上げ油圧をロックする 

油圧を解除して荷台を 

後方に傾斜させる 

作業機を前進させ荷台

からフレコンを降ろす 



 
 

９列ブラシ 

５列ブラシ 

３列ブラシ 
投入台

選別調整台
茎葉搬出用コンベア

写真９ 根切りブラシの掃除の状況 

（極端な偏平、甲高形状でないこと） 

②調製機の設定と付属機材の準備 

葉切り部のブラシはタマネギの茎葉等の状態に応じて使い分けます。完全な青葉で葉の

分量が多い場合は３列ブラシを、葉の黄変が始まり茎葉が萎びた状態の場合は５列ブラシ

を、枯れ葉の場合は９列(全面)ブラシを使います。 

調製機へのタマネギの投入を容易にするため、「タマネギ投入台」を調製機に連結して

設置します。また、切断した茎葉が堆積して作業の障害にならないよう「茎葉排出用コン

ベア」を設置したり、処理球を一時貯留するための「選別調整台」を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

写真６ 葉切り部のブラシロール      写真７ 調製機の付属機材 

 

③調製作業 

２連タイプの調製機を使用する場合の作業人員は、調製機へのタマネギの投入係２名、

タマネギの選別調整と収納コンテナの入替 1.5名、切断した茎葉の処理とフレコンの搬入

0.5名の合計４名が目安です。 

「投入台」から調製機へのタマネギの投入は手作業

で行います。投入時のタマネギの姿勢は任意の方向で

も対応可能です。ただし、同時に複数個を投入すると

整列精度や切断精度が大きく低下します。必ず１秒に

１個程度の間隔で１個ずつ投入します。 

「選別調整台」は調製後のタマネギを一定量留める

ことができ、ここで切断ミスを再処理したり、傷球、

腐敗球、病球等をより分けます。選別調整が終わった

タマネギは一括して小型コンテナに収納します。   写真８ 投入台から調製機への投入 

「投入台」へのタマネギの移し替えはフォークリ 

フト等のオペレータ１名、フレコンバッグ底面の解 

放操作２名の計３名で対応可能です。 

④調製機ブラシの掃除 

調製機を長時間使用すると、切断した茎葉や根が絡

み付いて切断精度が低下したり、故障等の原因となる

ことがあります。特にタマネギの根に濡れた土が多く

付着していると根切り部のブラシロール溝部に土や根

が詰まります。１時間に１回程度は必ず電源を切り、

ブラシを水で濡らしながら根や土を除去してください。 



 
 

定置利用 移動利用

能率 2.0hr/10ａ 4.5hr/10ａ 6.7hr/10a

作業可能期間 20日 30日 20日
可能日数率 0.7 1.0 0.6
日作業時間 7hr/日 7hr/日 7hr/日

作業可能時間 98hr 210hr 84hr
作業可能面積 490ａ 466a 125a

調製機(2連)
区分

新型収穫
機

単位；10a当り

試　験　区 ほ場外作業 合計 （慣行比）

抜き取り 収　納 積込搬出

3.9時間×3人 5.1時間×2人 同上

積込搬出 根葉切り

軽ﾄﾗｯｸ乗入れ 調製機
1.8時間×3人 4.5時間×3人、傷玉1.9%

搬　　出 根葉切り

フロントローダ 調製機

1.2時間×2人 4.5時間×4人、傷玉1.9%

10.6時間

労力25.7人時 (50)
傷玉 8.7%

歩行形収穫機 ピッカー（ミニコン使用）
1.9時間×1人、傷玉1.5% 2.4時間×2人、傷玉5.3%

新型収穫機＋
調製機 定置利用区

（フレコン体系）

掘取り・収納 7.7時間

労力26.4人時 (52)
傷玉 2.8%

新型収穫機（フレコン使用）

2.0時間×3人、傷玉0.9%、損失1.1%

歩行収穫機＋
調製機定置利用区

（小型コンテナ）

掘取り 収　納　

ほ場内作業

慣行（手作業）
根葉切り

  労力 51.0人時 (100)
11.9時間×2人

（円／10a)

慣行体系
(手作業)

新型収穫機＋調製
機定置利用区

(調製機3人体制)
種苗費 37,592 37,592
肥料費 42,603 42,603
農薬費 60,444 60,444
資材費 59,648 59,648
雇用労賃 156,071 121,122
減価償却費 10,533 23,921
製造経費 57,443 57,443
農業経営費 424,334 402,773
注）実証法人の調査データを基に算出。新体系の減価償却

費の増加分は3.5haの栽培面積で換算した。

技術体系の経済性は： 
本技術体系は、タマネギと水稲を基幹とする複合経営の雇用型法人を主な対象としたも

のです。本体系の導入により中生～晩生を中心とするタマネギの規模拡大が可能となり、

法人経営における労働生産性の向上が期待できます。 

省力化効果：開発した新収穫・調製体系の労働時間は 10a当たり 26.4人時となり、慣行手

作業の 51.0人時に対し 52%に削減されました。また、作業者の労働負担の調査の結

果、これまで「強労働」（平静時の心拍数に対する比率が 1.5以上）に区分された

小型コンテナによる積込・運搬作業が、フレコンを使った新体系では「中労働」（同

比率が 1.3～1.5）に区分され、軽労化の効果が認められました。 

コスト低減効果：新体系は、開発した新型収穫機（市販価格 168万円、税別）や２連式調

製機（市販価格 210万円、税別）のほか既販のフロントローダ等の荷役機器が必要

となり、農業経営費の合計はこれら機械の償却費が増加しますが、雇用労賃の減少

から、慣行よりやや少ない 402,773円/10aとなっています。 

規模拡大効果：新体系が導入可能とみられる中生～晩生の作型での作付限界規模は、手作

業（労働力 6名）では 115a程度ですが新体系では 466aとなり、この規模において

は収益率が現状に対し 4ポイント向上すると試算されました。また、新体系は作業

時間の短縮と同時に作業強度の軽減も図れることから、作業者の労働負担の面から

も規模拡大がし易いものと考えられます。 

収益向上効果：例えば現状の法人経営（労働力 6名、タマネギ 25a、水稲 250a、飼料稲 100a、

小麦 300a）で農業所得が 320万円であるのが、小麦をタマネギに転換して新体系を

導入することでタマネギの面積規模を 350aに拡大できれば、農業所得が 450万円と

なり約 130万円の増収が期待できます。 

表１ 新体系の労働時間と作業性の比較 

 

 

 

 

 

表２ 利用機械の作業可能面積           表３ 新体系の経費の比較 

 

 

 

 

 



 
 

（10ａ当たり）

栽培面積 労働時間
削減労
働時間

削減労
働費

傷玉発
生率

損失額 収穫量 売上
農業経営費

(a)
収益
(b)

収益率
(b/a)

(a) (人時/10ａ) (時) (円) (%) (円) (kg) (円) (円) (円) (%)

手作業 24 51.0 － － － － - 2,680 501,160 424,335 76,825 18

歩行形収穫機+ピッカー+調製
機(定置利用)＋小型ｺﾝﾃﾅ

408 25.7 49.6 25.3 30,385 8.7 43,601 2,447 457,559 407,115 50,444 12

新型収穫機+調製機(定置利
用)＋ﾌﾚｺﾝ

466 26.4 48.2 24.6 29,545 2.8 14,032 2,605 487,128 404,846 82,282 20

350 21.9 57.1 29.1 34,949 2.8 14,032 2,605 487,128 402,774 84,354 21

466 21.9 57.1 29.1 34,949 2.8 14,032 2,605 487,128 399,441 87,686 22

注）*は調製機の作業人数を3人として算出した。

　　収益は売上-農業経営費として算出した。

労働時
間削減
割合(%)

慣行体系(手作業)

歩行形収穫機＋調製機定置利用区

新型収穫機＋調製機定置利用区

*
新型収穫機＋調製機定置利用区
(調製機3人体制)

新型収穫機+調製機(定置利
用)＋ﾌﾚｺﾝ

試験区名 使用する機械・資材

表４ 新体系の収益性の比較 

 

 

 

 

こんな経営、こんな地域におすすめ： 
開発した新収穫・調製体系は、新タマネギとして出荷する早生系の品種や加工・業務向

けの出荷形態など、タマネギを乾燥せずに青切りで出荷する作業形態を対象とした技術で

す。 

タマネギについては、作業的には米麦の作業と競合する部分もありますが、定植作業と

収穫作業以外はあまり労力を必要とせず、近年は価格も比較的安定していることから、米

麦の規模拡大と野菜の導入による経営の複合化、安定化を目指す法人経営体に適した品目

と考えられます。また、利用形態としては小規模経営体の共同利用も考えられます。 

新体系の導入にあたっては新型収穫機や調製機、フロントローダ等の荷役機器が必要と

なりますが、これらの投資効果を高めるには、基盤整備田等において採算可能面積 250a

以上の作付けを前提としつつ、作付け限界面積 466aに近い経営規模を目指すことで収益性

の向上が図れます。 

 

技術導入にあたっての留意点： 
〇新型収穫機： 

・新型収穫機はトラクタ装着時の全長が 5m超と長いため、せん回（改行）スペースが多

く必要です。収穫機の能力を十分発揮しフレコンバッグの搬出効率を高めるには、長辺

（畝長）が 40～70m程度の整形された圃場での利用が理想です。 

・新型収穫機による作業において、雑草が多い場合や土塊が大きく硬い場合、フレコン

バッグに大量の土砂が混入し、これらは調製作業場に持ち込まれることとなります。栽

培にあたっては、特に畝表面部の除草を重点に行うと同時に、粘土質の土壌では畝立て

時の砕土を心がけるなどの対策が必要です。 

〇荷役機器： 

・フレコンバッグの運搬に使用する荷役機器のうち、最大荷重が１ｔ以上のフォークリ

フトを運転する場合は「フォークリフト運転技能講習」を、また、最大荷重１ｔ未満の

フォークリフトおよび機体重３ｔ未満の小型車両系建設機械（バックホー）を運転する

場合は、特別教育を修了することが労働安全衛生法で定められています。 

〇青切り用調製機： 

・調製機が利用できるタマネギは、前述の条件を満たしていなければ十分な切断精度が

得られません。また、茎葉の切断長の設定は 2～3cm となっており、設定を変更するこ

とはできません。 

・調製機を圃場の中で使う場合は、別売りのトラクタ装着キットを利用すれば１人で簡



 
 

単に脱着ができるようになっています。ただし、現在トラクタに装着できるのは１連タ

イプ機のみです。 

・調製機の使用にあたっては、切断ナイフに手が触れたり、葉切り部、根切り部の各ブ

ラシロールに手や工具類等を巻き込まれないよう注意が必要です。また、特に初めて作

業を行う人には危険箇所や使い方に関し、事前に十分説明を行ってください。 

〇その他： 

・青切り用調製機は平成 26年度から販売が開始されています。 

・新型収穫機とフレコンバッグは平成 28年度から市販化の予定です。 

   

 

研究担当機関名：香川県農業試験場、（株）ニシザワ、(株)和田オートマチッ

クス、香川県中讃農業改良普及センター 

 

お問い合わせは：香川県農業試験場 企画・営農部門  

電話 ０８７－８１４－７３１２   

E-mail ｎｏｓｈｉｋｉｋａｋｕ＠ｐｒｅｆ.ｋａｇａｗａ.ｌｇ.ｊｐ 

 

執筆分担（香川県農業試験場 西村融典・竹林真治、中讃農業改良普及センター 黒川幸 

重・中尾俊彦・伊藤博紀） 

 


