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1 は じ め に

飼料用 トウモ ロコシの収穫調製作業では,限 られ

た収穫期間内に収穫物を回場か ら貯蔵場所 (固 定式

サイ ロ)ま で往復運搬 し,鎮圧・密封までの一連の

組作業を同時かつ短期間に行 う現状にあ り著 しい労

働負担 を余儀な くされている。近年,こ れ ら作業を

ロールベール ラップサイ レージ体系によ り省力化す

る新たな技術が開発 されている。本試験ではこの新

技術 「細断型 ロールベーラJ(以下,細断ベー ラ)の
作業性及び省力性 を検証す るとともに生産物の特性

について検討 した。

2試 験 方 法

(1)作 業精度試験

細断ベー ラによ り生産 されたベールの形状的特性

及び調製の際に生ずるロスの発生状況について調査

した (圃 場条件 表 1の とお り)。

(2)作業能率試験

同面積 (走行方向 100m,幅 30m)の 区画の トウモ ロ

コシを細断ベーラ体系 と従来体系 (FRP製 タワーサ

イ ロ)で各々収穫 し,作業能率及び延べ労働時間の

比較 を行 った。枕地幅は走行方向 4m,転 回方向に

6m確 保 し,圃場か らタワーサイロ若 しくはベール

保管位置までの距離は 2000mと した。

(3)生産物の品質評価

上記作業能率試験で調製 された各サイ レージにつ

いて,給 与開封時の発酵品質及び変敗発生等による

廃莱量を調査 した。給与期間は 2003625～ 814(50
日間)の 夏期間 とした。また,予備調査 として同時

期に調製 されたタワーサイロ及びベールを 20031月

及び 2月 の冬期間に各月 1個開封 した。測定項 目は

pH,V‐ scorc,VBN/T‐N,変敗ロス (変 敗部廃棄量 ),

給与ロス (給与取出時の取 りこぼ し量)と した。

3 試験結果及び考察

(1)作 業精度試験

生産 されたベールの形状は容積が 045m3と 中型

ロール ベ ー ル 並 のサ イ ズ で あ るが ,質 量 は平均

316 8kgと 非常に重 く高密度であつた (表 2)。 調製

の際に生ず るロスは,梱包 ロスが全重比 18%,ラ
ップロスが 03%, ロス率合計で 21%程 度 と僅かで

あった (表 3)。

(2)作 業能率試験

1)作 業能率

細断ベーラの作業能率は,85馬 力の トラクタ, 2

条刈 リハーベ スタ使用時のワンマン体系 (細 断ベー

ラとハーベスタを同― トラクタで稼働する体系)で
214″hで あつた。一方,自 載式専用 ランパ (以 下 ,

専用ラッパ)の作業能率は 151a/hと 細断ベー ラより

劣つた。 これは,専用 ラッパは トウモ ロコン残茎に

よるフイル ム破損を避 けるため,密封の都度ベール

を圃場脇まで搬 出す る必要があつたことか ら,全作

業時間中に占める移動時間の害1合 が 42%と 大きくな

ったことによる (表 4)。

2)延 べ労働時間 (タ ワーサイロとの比較 )

タワーサイ ロ貯蔵 による体系では,一連の組作業

に計 6名 の作業員を要 し,延べ労働時間は 39時 間 26

分/haで あった。一方細断ベーラ体系では 2名 での収

穫調製が可能で,後 日の回場外へのベール運搬 を含

めても延べ労働時間が 17時間 8分ハa(タ ワー体系

の 43%)と 大幅な省力化が可能であつた (表 5,6)。

(3)生産物の品質

1)品 質のば らつき及び保存性

細断ベール 10点 について,冬期間 2点 ,夏期間 8

点を開封 したところ,V‐scorcは 平均 947± 13点 と

高 くいずれの期間においても均質で良好な発酵品質

を維持 した。一方 , タワーサイ ロでは冬期間に開封

したものは細断ベール同様高い発酵品質を示 したが ,

夏期間では開封以降好気的変敗が進み,発酵品質は

可～不良 となつた (図 1)。

サイ レージは詰込みによ り乾物密度が高まるほ ど

好気的変数が防がれ発酵品質が良好 となる
J。

作業

精度試験 (表 2)の 結果からも細断ベールは梱包密

度が高 く,発酵品質 に寄与 したもの と考え られ る。

2)給 与時の取 りこぼ しによるロス

タワーサイ ロでは給与時取出 し (人 力)の 際,取
りこぼ しによ り若干のロス (全重比 07%)が 生 じ

たが,細 断ベールでは給与位置まで未開封のままベ

ール を移動できたことか ら,全量の給与が可能であ

った (表 7)。

3)変敗による廃棄量の比較

タワーサイ ロでは夏期給与期間中に変敗 によ リー

部を廃棄する必要が生 じ,本事例では全重比 17%も
のロスが生 じたが,細 断ベールではフィルムの ビン

ホール部にカ ビの発生が一部認 め られたのみで,廃
棄量は全重比の 003%と ごく僅かであつた (表 7)。
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細断型 ロールベーラ体系では,飼料用 トウモ ロコ

シの収穫か ら梱包・密封までのサイ レー ジ調製作業

が少人数 (2名 )の 作業員で行 えることか ら,比較

的多数 (5～ 6名 )の作業員による組作業を必要 と

す る従来体系 よ り作業の省力化が期待 され る。 タワ

ーサイ ロ体系 との比較を行 つた本事例では,延べ労

働時間が従来体系の 43%で あ り,そ の大幅な省力性

が検証 された。

生産されたベールは高密度に梱包され発酵品質は

V‐scorc評 点で 95点前後と良好で,保存性も高く夏

場の給与開封時においても高い品質を維持すること

が可能であつた。また変敗によるロスについてもご

く僅かであった。
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表 3 梱包・ラップロスの発生状況 (2003年 作業精度試験)
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図 1 発酵品質の推移・比較
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表 7 夏期間給与時における給与ロス及び変敗ロス発生状況
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