
JP 2010-193864 A 2010.9.9

10

(57)【要約】
【課題】農業用シートを栽培床に機械被覆するに際して
、農業用シートの下にべた掛け栽培に適した栽培空間を
形成し、その空間の形態を作物や栽培床の形状に応じて
調整できるようにした。
【解決手段】農業用シート敷設機１は、走行機体の作業
進行方向後側に装着される機体フレーム１０に支持され
、機体の中央付近で農業用シートロールからシート側縁
埋設部３０に至る農業用シートの下に配置され、栽培床
を被覆する農業用シートにその短辺方向のたるみを形成
するたるみ形成部４０を備え、たるみ形成部４０は、農
業用シートの下に形成される栽培空間の形態を可変調整
できるようにしている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　栽培床上に農業用シートを敷設する農業用シート敷設機であって、
　栽培床に沿って走行可能な走行機体の作業時進行方向後側に装着される機体フレームと
、
　前記機体フレームに支持され、前記作業時進行方向を横切るように農業用シートロール
が回転自在に装着されるシートロール装着部と、
　前記機体フレームに左右一対に支持され、栽培床上に展開された農業用シートの左右側
縁を栽培床の側方に埋設するシート側縁埋設部と、
　前記機体フレームに支持され、機体の中央付近で前記農業用シートロールから前記シー
ト側縁埋設部に至る農業用シートの下に配置され、栽培床を被覆する農業用シートにその
短辺方向のたるみを形成するたるみ形成部とを備え、
　該たるみ形成部は、農業用シートの下に形成される栽培空間の形態を可変調整できるこ
とを特徴とする農業用シート敷設機。
【請求項２】
　前記たるみ形成部は、左右一対の前記シート側縁埋設部間に作業時進行方向に沿って配
置されたシート浮かせ部材を備え、
　該シート浮かせ部材は、外径の異なるものと交換可能に装着されていることを特徴とす
る請求項１記載の農業用シート敷設機。
【請求項３】
　前記シート浮かせ部材は、前記機体フレームに対する高さと前後位置の一方又は両方を
可変調整できることを特徴とする請求項２記載の農業用シート敷設機。
【請求項４】
　前記シート浮かせ部材は円柱状又は半円柱状に形成されることを特徴とする請求項２又
は３に記載の農業用シート敷設機。
【請求項５】
　前記シートロール装着部に装着された農業用シートロールと前記シート側縁埋設部との
間に、農業用シートの展開状態を保持する展開保持手段を配備することを特徴とする請求
項１～４のいずれかに記載の農業用シート敷設機。
【請求項６】
　前記シート側縁埋設部は、シート押さえ車輪とその後方に位置する覆土器を備えること
を特徴とする請求項１～５のいずれかに記載された農業用シート敷設機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、べた掛け栽培に有効な農業用シート敷設機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　作物栽培或いは園芸における露地栽培では、植えられた作物や栽培床が周辺環境から受
ける影響を改善する栽培手法として、トンネル栽培やマルチ栽培が知られている。トンネ
ル栽培は、栽培床を跨ぐようなアーチ状の枠材を栽培床に沿って複数配置し、その枠材上
に被覆資材を被せて栽培床上に作物の育成空間を形成する栽培手法である。一方、マルチ
栽培は、栽培床の圃場表面を被覆資材で覆う栽培手法であり、土壌が受ける周辺環境の影
響を改善して地温調整や土壌の乾燥防止等の効果を得るための手法であって、作物の地上
部は被覆資材に穴を開けて周辺環境に露出させる。
【０００３】
　これらの手法に対して、べた掛けと呼ばれる栽培手法は、栽培床を直接被覆資材で覆い
、その被覆資材の下で作物の地上部を生育させる手法である。この手法は、トンネル栽培
とマルチ栽培の利点が共に得られ、トンネルにおける枠材の敷設やマルチにおける被覆資
材への穴あけといった手間のかかる作業を省くことができる栽培手法である。
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【０００４】
　栽培床に被覆資材（シート材或いはフィルム材）を被せるための機械は、主にトンネル
栽培用或いはマルチ栽培用のものが知られている。例えば下記特許文献１には、畦の横断
方向に逆Ｕ字形の枠を移動しながら所定の間隔で打ち込み、次いで枠上にフィルムをトン
ネル状に被覆するトンネル状フィルム張架装置が記載されている。下記特許文献２には、
畝間へのマルチシート敷設を行えるようにするために、マルチシートをその長さ方向に張
力をかけることなく適度なたるみを持たせた状態で連続的に敷設することができるマルチ
敷設機が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第２６２６８３５号公報
【特許文献２】特開２００７－１８９９９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　べた掛け栽培は、発芽促進、欠株の防止、生育の促進・増収効果、寒さによる茎葉，根
球の障害防止、防虫，防霜，防風，防鳥等の効果が期待される栽培手法であるが、トンネ
ル栽培のように枠材を設けない、或いはマルチ栽培のように地上部を開放する穴を設けな
い手法であることから、栽培作物の種類や栽培床の形状によっては被覆資材の下に有効な
栽培空間を形成することが必要な場合がある。
【０００７】
　べた掛け栽培において有効な栽培空間は、栽培床に沿って連続的に形成されることが好
ましい。したがって、栽培床に沿った被覆資材の長手方向には適度な張りを保った状態で
、栽培床の横断方向すなわち被覆資材の短辺方向にたるみを作ることが必要になる。この
ようなたるみの形成は前述した特許文献２に記載されるマルチ敷設機では不可能（この従
来技術は長手方向に張力をかけることなくゆるみを作っている）であり、現状としては、
手作業で、被覆資材の短辺方向に適度なゆるみを作りながら長手方向に沿った左右端を圃
場面に固定することが行われている。
【０００８】
　また、べた掛け栽培において有効な栽培空間は、作物の種類や栽培床の形状によって形
態が異なるが、手作業で行うに当たって、作物の種類や栽培床の形状に応じて異なる栽培
空間を均一に形成するにはかなりの手間がかかり、作物の種類や栽培床の形状に応じて、
栽培空間の形態を可変に調整できる農業用被覆材の敷設機が求められている。
【０００９】
　本発明は、このような事情に対処することを課題の一例とするものである。すなわち、
農業用被覆資材（以下、農業用シートという）を栽培床に機械被覆するに際して、農業用
シートの下にべた掛け栽培に適した栽培空間を形成すること、すなわち、べた掛け栽培用
の農業用シートを栽培床上に敷設するための効果的な作業機を提案すること、更に詳しく
は、農業用シートの下に有効な栽培空間を形成しながら、連続的に農業用シートを栽培床
上に機械敷設することができること、作物の種類や栽培床の形状に応じて栽培空間の形態
を可変に調整できる農業用シート敷設機を提供すること、等が本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　このような目的を達成するために、本発明は、以下の独立請求項に係る構成を少なくと
も具備するものである。
　［請求項１］栽培床上に農業用シートを敷設する農業用シート敷設機であって、栽培床
に沿って走行可能な走行機体の作業時進行方向後側に装着される機体フレームと、前記機
体フレームに支持され、前記作業時進行方向を横切るように農業用シートロールが回転自
在に装着されるシートロール装着部と、前記機体フレームに左右一対に支持され、栽培床
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上に展開された農業用シートの左右側縁を栽培床の側方に埋設するシート側縁埋設部と、
前記機体フレームに支持され、機体の中央付近で前記農業用シートロールから前記シート
側縁埋設部に至る農業用シートの下に配置され、栽培床を被覆する農業用シートにその短
辺方向のたるみを形成するたるみ形成部とを備え、該たるみ形成部は、農業用シートの下
に形成される栽培空間の形態を可変調整できることを特徴とする農業用シート敷設機。
【発明の効果】
【００１１】
　このような特徴を有する本発明の農業用シート敷設機は、たるみ形成部によって、栽培
床を被覆する農業用シートに短辺方向のたるみを長手方向に沿って連続的に形成すること
ができる。これによって、農業用シートを栽培床に機械被覆するに際して、農業用シート
の下にべた掛け栽培に適した栽培空間を形成することができる。そして、農業用シートの
下に形成される栽培空間を作物の種類や栽培床の形状に応じて簡易に可変調整でき、作物
の種類や栽培床の形状に応じた栽培空間を均一に連続形成できるので、農業用シートの敷
設作業の労力を著しく軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態に係る農業用シート敷設機の全体構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る農業用シート敷設機によって敷設された農業用シートの
敷設状態を示す説明図である。
【図３】本発明の実施形態に係る農業用シート敷設機の作業状態を説明する説明図（側面
図；同図（ａ）が歩行型トラクタに装着された状態、同図（ｂ）が乗用トラクタに装着さ
れた状態を示している）である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。図１は、本発明の実施形態に係る
農業用シート敷設機の全体構成図である。本発明の実施形態に係る農業用シート敷設機１
は、栽培床上に農業用シートを敷設するための作業機であって、機体フレーム１０、シー
トロール装着部２０、シート側縁埋設部３０（３０Ｒ，３０Ｌ）、たるみ形成部４０を少
なくとも備えている。
【００１４】
　機体フレーム１０は、栽培床に沿って走行可能な走行機体の作業時進行方向後側に装着
されるもので、歩行型トラクタや乗用トラクタ等の走行機体に機体フレーム１０を連結す
るための連結部（図示省略）を備えている。機体フレーム１０に前述した各部（シートロ
ール装着部２０、シート側縁埋設部３０（３０Ｒ，３０Ｌ）、たるみ形成部４０）が支持
されている。
【００１５】
　シートロール装着部２０は、作業時進行方向を横切るようにロール（農業用シートロー
ル）２１が回転自在に装着される部位である。ロール２１は、農業用シートをロール状に
巻いた物である。ロール２１の左右両端を軸支することでロール２１を回転自在に支持し
ている。ロール２１に関しては、設置される栽培床の幅などに応じて、適宜のシート幅（
ロールの長さ）が選択される。
【００１６】
　シート側縁埋設部３０（３０Ｒ，３０Ｌ）は、機体フレーム１０に左右一対に支持され
、シートロール装着部２０に装着されたロール２１から展開した農業用シートの左右側縁
を栽培床の側方に埋設するものである。これ自体は、周知のマルチ敷設機にも装備されて
いるものであり、圃場の上に展開された農業用シートの左右側縁を押さえ付けるためのシ
ート押さえ車輪３１が前段に備えられ、その後方位置に覆土器３２が備えられており、こ
のシート押さえ車輪３１と覆土器３２とがセットになって左右一対の支持アーム３３の後
端位置にそれぞれ装備されている。
【００１７】
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　たるみ形成部４０は、機体の中央付近でロール２１からシート側縁埋設部３０（３０Ｒ
，３０Ｌ）に至る農業用シートの下に配置され、栽培床を被覆する農業用シートにその短
辺方向のたるみを形成する機能を有する。このたるみ形成部４０は、左右一対のシート側
縁埋設部３０Ｒ，３０Ｌ間に配置されたシート浮かせ部材４１を備え、このシート浮かせ
部材４１は、長手方向が作業機進行方向に沿うように配置されている。また、このシート
浮かせ部材４１は、外径の異なるものと交換可能に支持枠４２に装着されている。
【００１８】
　また、必要に応じて、シート浮かせ部材４１は、機体フレーム１０に対する高さｈ（図
１参照）と前後位置ｇ（図１参照）の一方又は両方を可変調整できるようにしている。こ
のシート浮かせ部材４１は、図示の例では円柱状に形成しているが半円柱状（上が円弧の
半円柱状）にしてもよい。
【００１９】
　このような特徴を有する農業用シート敷設機１は、機体フレーム１０を走行機体に装着
し、シートロール装着部２０にロール２１を装着した状態で作業を行う。作業に先立って
、ロール２１をシートロール装着部２０に装着し、農業用シートの下に形成される栽培空
間の形態に応じて選択されるシート浮かせ部材４１を支持枠４２に装着する。
【００２０】
　そして、走行機体を作業対象の栽培床の作業開始端に配置し、ロール２１に巻かれた農
業用シートの後端を栽培床の作業開始端に固定する。その際、ロール２１から展開した農
業用シートは、たるみ形成部４０（シート浮かせ部材４１）の上を通過して左右端がシー
ト押さえ車輪３１の下を通るようにして後方に引き出される。シート側縁埋設部３０を接
地させて、栽培床を跨ぐようにして走行機体を作業進行方向に前進させ、栽培床上に農業
用シートを被覆する。
【００２１】
　図２は、本発明の実施形態に係る農業用シート敷設機１によって敷設された農業用シー
トの敷設状態を示す説明図である。前述した作業を行うことで、シート側縁埋設部３０（
３０Ｒ，３０Ｌ）のシート押さえ車輪３１と覆土器３２の機能により、農業用シートＳの
左右側端が栽培床Ｐの側方に埋設された状態になり、栽培床Ｐの上面を農業用シートＳが
覆うことになる。この際、農業用シートＳが栽培床Ｐの上面に被せられる直前に、たるみ
形成部４０のシート浮かせ部材４１が農業用シートＳの下方に位置することになり、この
シート浮かせ部材４１の存在によって農業用シートＳが栽培床表面から浮いた状態になり
、農業用シートＳに短辺方向のたるみが形成されることになる。農業用シート敷設機１を
栽培床Ｐに沿って連続移動させることで、短辺方向のたるみは栽培床Ｐに沿って連続的に
形成され、そのたるみによる空間Ｍがべた掛け栽培に有効な栽培空間になる。この際、農
業用シートＳは、その長手方向には緩み無く設置されることになり、設置されたシートは
直線状に維持されることから、風による剥がれに強く、また、一部が剥がれた場合にも剥
がれが拡大しない利点が得られる。
【００２２】
　ここで形成される栽培空間Ｍの形態は、シート浮かせ部材４１の外径ｄを変えることに
よって任意に設定することができる。栽培空間Ｍの形態は栽培対象の作物や栽培床の形状
によって適する形態が様々であるから、この栽培空間Ｍの形態を可変にできることはべた
掛け栽培を行う上で非常に効果的である。この空間の調整は、外径ｄの異なるシート浮か
せ部材４１を複数用意しておけば、支持枠４２への装着を異なる外径のシート浮かせ部材
４１に換えるだけで簡易に行うことができる。
【００２３】
　また、栽培空間Ｍの形態調整は、シート浮かせ部材４１の機体フレーム１０に対する位
置調整によっても行うことができる。この位置調整は、支持枠４２が機体フレーム１０に
取り付けられる取り付け位置を上下に可変調整することで高さｈの調整を行うことができ
、支持枠４２の前後延設部分４２ａの長さ調整又は、支持枠４２の前後延設部分４２ａに
対するシート浮かせ部材４１の取り付け位置調整によって前後位置ｇの調整を行うことが
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【００２４】
　図３は、本発明の実施形態に係る農業用シート敷設機１（１Ａ，１Ｂ）の作業状態を説
明する説明図（側面図；）である。同図（ａ）に示した農業用シート敷設機１Ａは、歩行
型トラクタＴｒ１の後部に装着されている。ここでは直接歩行型トラクタＴｒ１の機体に
装着している例を示しているが、農業用シート敷設機１Ａの前段に耕耘作業部，畝立て作
業部，播種作業部などを配置してもよい。同図（ｂ）に示した農業用シート敷設機１Ｂは
、乗用型トラクタＴｒ２の後部に装着されている。ここでは、機体フレーム１０に三点リ
ンク連結部１１が設けられている。この例においても、農業用シート敷設機１Ｂの前段に
耕耘作業部（ロータリ耕耘部等），畝立て作業部，播種作業部を配置することができる。
【００２５】
　ここに示した実施形態では、農業用シート敷設機１（１Ａ，１Ｂ）は、シートロール装
着部２０に装着されたロール２１とシート側縁埋設部３０との間に、農業用シートの展開
状態を保持する展開保持手段５０を配備している。この展開保持手段５０を装備すること
で、ロール２１から引き出された農業用シートＳを不必要に窄めることなく安定した展開
状態で栽培床上に被覆することができる。
【００２６】
　以上説明したように、本発明の実施形態に係る農業用シート敷設機１によると、たるみ
形成部４０によって、栽培床を被覆する農業用シートに短辺方向のたるみを長手方向に沿
って連続的に形成することができ、これによって、農業用シートを栽培床に機械被覆する
に際して、農業用シートの下にべた掛け栽培に適した栽培空間を形成することができる。
そして、農業用シートの下に形成される栽培空間を作物の種類や栽培床の形状に応じて簡
易に可変調整でき、作物の種類や栽培床の形状に応じた栽培空間を均一に連続形成できる
ので、農業用シートの敷設作業の労力を著しく軽減することができる。
【００２７】
　本発明の実施の形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこれらの
実施の形態に限られるものではなく、本発明の特徴を逸脱しない範囲の設計の変更等があ
っても本発明に含まれる。
【符号の説明】
【００２８】
　１：農業用シート敷設機，
　１０：機体フレーム，
　２０：シートロール装着部，
　２１：ロール（農業用シートロール），
　３０：シート側縁埋設部，
　３１：シート押さえ車輪，
　３２：覆土器，
　４０：たるみ形成部，
　４１：シート浮かせ部材，
　５０：展開保持手段，
　Ｓ：農業用シート，
　Ｐ：栽培床，
　Ｍ：栽培空間
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