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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ビニールハウスに近接した箇所の除雪を行う場
合であっても、ビニールハウスを損傷するおそれのない
低コストの除雪機を提供する。
【解決手段】集雪部１２を備え、集雪部が、ほぼ垂直方
向に延びるように配置された固定シャフト１４と、ほぼ
垂直方向に延びた軸線を中心として回転するように固定
シャフトに取り付けられた回転シャフト１６と、回転シ
ャフトに取り付けられ、雪をかき集めるための集雪板２
０とを有し、除雪機１０の進行方向に対して集雪板２０
の角度を所望のように調整することができるように除雪
機１０を構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集雪部を備えた除雪機であって、
　前記集雪部が、ほぼ垂直方向に延びるように配置された固定シャフトと、ほぼ垂直方向
に延びた軸線を中心として回転するように前記固定シャフトに取り付けられた回転シャフ
トと、前記回転シャフトに取り付けられ、雪をかき集めるための集雪板とを有し、
　除雪機の進行方向に対して前記集雪板の角度を所望のように調整することができるよう
に構成されていることを特徴とする除雪機。
【請求項２】
　前記集雪板の角度の調整が、手動で又はシリンダによって機械的に行われるように構成
されていることを特徴とする請求項１に記載された除雪機。
【請求項３】
　前記集雪板の上部に、外縁が前記集雪板の外縁よりも外方に位置するように構成された
タイヤが回転可能に取り付けられていることを特徴とする請求項１又は２に記載された除
雪機。
【請求項４】
　ビニールハウス壁面に積もった雪を払い落とすための雪落とし具をさらに備え、
　前記雪落とし具が、間隔を隔てて配置された一対の湾曲した水平材と、前記水平材の一
端同士を連結する垂直材と、前記垂直材に取り付けられ、除雪機の進行方向と反対方向に
湾曲した雪落とし板とを有し、前記雪落とし具が、バネを介して除雪機の適所に装着され
ており、
　除雪時に、前記雪落とし具の前記雪落とし板をビニールハウス壁面に接触させることに
より、ビニールハウス壁面に積もった雪を払い落とすように構成されていることを特徴と
する請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載された除雪機。
【請求項５】
　前記集雪部が、油圧ローダのバケット、自走式農機具又は自走式除雪機にアタッチメン
トを介して取り付けられていることを特徴とする請求項１から請求項４までのいずれか１
項に記載された除雪機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特にビニールハウスに隣接した箇所の除雪を効率的に行うのに適した除雪機
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鋼材などで骨組を形作り、合成樹脂材料で骨組間の空間を被覆して形成されるビニール
ハウスは、農作物の栽培用として広く利用されている。従来、ビニールハウスに隣接した
箇所における除雪作業は、フロント・ローダーなどの既存の除雪機を用いて行われている
が、このような除雪機では、ビニールハウスに近接した箇所の除雪を行う際に、除雪機が
ビニールや骨組を巻き込んでしまい、ビニールハウスを損傷してしまうという不都合があ
った。このような不都合を解消すべく、本発明者は、ビニールハウスに隣接した箇所の除
雪を効率的に行うのに適した除雪機を提案した（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４９５４３５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載された除雪機は、幸いにして好評を博したが、オーガ式除雪部を備え
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ているため、製造に一定程度のコストを要するという改善点があった。本発明は、このよ
うな改善点に着目して開発されたものであって、ビニールハウスに近接した箇所の除雪を
行う場合であっても、ビニールハウスを損傷するおそれのない低コストの除雪機を提供す
ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願請求項１に記載の除雪機は、集雪部を備えた除雪機であって、前記集雪部が、ほぼ
垂直方向に延びるように配置された固定シャフトと、ほぼ垂直方向に延びた軸線を中心と
して回転するように前記固定シャフトに取り付けられた回転シャフトと、前記回転シャフ
トに取り付けられ、雪をかき集めるための集雪板とを有し、除雪機の進行方向に対して前
記集雪板の角度を所望のように調整することができるように構成されていることを特徴と
するものである。
【０００６】
　本願請求項２に記載の除雪機は、前記請求項１の除雪機において、前記集雪板の角度の
調整が、手動で又はシリンダによって機械的に行われるように構成されていることを特徴
とするものである。
【０００７】
　本願請求項３に記載の除雪機は、前記請求項１又は２の除雪機において、前記集雪板の
上部に、外縁が前記集雪板の外縁よりも外方に位置するように構成されたタイヤが回転可
能に取り付けられていることを特徴とするものである。
【０００８】
　本願請求項４に記載の除雪機は、前記請求項１から請求項３でのいずれか１項の除雪機
において、ビニールハウス壁面に積もった雪を払い落とすための雪落とし具をさらに備え
、前記雪落とし具が、間隔を隔てて配置された一対の湾曲した水平材と、前記水平材の一
端同士を連結する垂直材と、前記垂直材に取り付けられ、除雪機の進行方向と反対方向に
湾曲した雪落とし板とを有し、前記雪落とし具が、バネを介して除雪機の適所に装着され
ており、除雪時に、前記雪落とし具の前記雪落とし板をビニールハウス壁面に接触させる
ことにより、ビニールハウス壁面に積もった雪を払い落とすように構成されていることを
特徴とするものである。
【０００９】
　本願請求項５に記載の除雪機は、前記請求項１から請求項４でのいずれか１項の除雪機
において、前記集雪部が、油圧ローダのバケット、自走式農機具又は自走式除雪機にアタ
ッチメントを介して取り付けられていることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ビニールハウスに近接した箇所の除雪を効率的に実施することができ
る低コストの除雪機が提供される。本発明の装置では、ビニールハウス近傍の雪を集雪部
でかき集めるとともに、雪落とし板によってビニールハウス側面の雪を叩き落とすことが
できるので、ビニールハウスの側面を傷つけることなしに、ビニールハウス周辺の除雪を
容易に実施することができる。本発明の装置は、構造が簡単であるため、製造コストが廉
価であり、故障するおそれも少ないため、メンテナンスコストを安価に保持することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の好ましい実施の形態に係る除雪機を斜め上方から見た斜視図である。
【図２】図１の除雪機の正面図である。
【図３】そらせ用のタイヤが取り付けられた図１の除雪機の正面図である。
【図４】図４（ａ）は、図１の除雪機において本体にゴム板が取り付けられている状態を
示した斜視図、図４（ｂ）は、図４（ａ）の構造の分解斜視図である。
【図５】図５（ａ）は、図１の除雪機において固定シャフトと回転シャフトを示した断面
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図、図５（ｂ）は、図５（ａ）の一部の拡大斜視図である。
【図６】シリンダを用いて回転シャフトを回転させる構成を示した図である。
【図７】図１の除雪機において雪落とし具が装着されている状態を示した正面図である。
【図８】図８（ａ）は、図７に示した雪落とし具の拡大正面図、図８（ｂ）は、図８（ａ
）の線８ｂ－８ｂに沿って見た図である。
【図９】雪落とし具がビニールハウス壁面に接触している状態を示した図である。
【図１０】図１の除雪機が自走式除雪機に装着されている例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に添付図面を参照して、油圧ローダーのバケットに装着される場合を例にとり、本発
明の好ましい実施の形態に係る除雪機について詳細に説明する。図１は、本発明の好まし
い実施の形態に係る除雪機を斜め上方から見た斜視図、図２は、図１の除雪機の正面図で
ある。
【００１３】
　図１において全体として参照符号１０で示される本発明の好ましい実施の形態に係る除
雪機は、集雪部１２を備えている（除雪機１０の進行方向が図１において矢印で示されて
いる）。集雪部１２は、ほぼ垂直方向に延びるように配置された固定シャフト１４と、ほ
ぼ垂直方向に延びた軸線を中心として回転するように固定シャフト１４に取り付けられた
回転シャフト１６と、取付具１４ａを介して固定シャフト１４に取り付けられ、集雪部１
２をバケットに固定するための固定具１８と、取付具１６ａを介して回転シャフト１６に
取り付けられた集雪板２０とを備えている。
【００１４】
　集雪板２０は、回転シャフト１６に固定される矩形板状の本体２０ａと、本体２０ａの
固定シャフト１４の側と反対側に取り付けられたゴム板２０ｂと、本体２０ａの上端及び
下端にそれぞれ取り付けられた、そらせ板２０ｃ、２０ｄとを有する。好ましくは、下側
のそらせ板２０ｄの下方に、雪をかき集めるための鋸刃状部分２０ｆが設けられている。
【００１５】
　そらせ板２０ｃ、２０ｃは、後述するように、ビニールハウス近傍の雪を集める際に、
本体２０ａ及び／又はゴム板２０ｂがビニールハウス壁面を傷つけるのを回避するための
ものであり、図示したような円形のものの他、楕円形や半円形の形態のもの（図示せず）
を使用してもよい。好ましくは、図３（ａ）に示されるように、上側のそらせ板２０ｃの
上方に、そらせ用のタイヤ２０ｅがシャフト２０ｅ１を介して回転可能に取り付けられて
いる。好ましくは、図３（ｂ）に示されるように、タイヤ２０ｅの外縁がゴム板２０ｂの
外縁よりも外方に位置するように構成することにより、除雪作業時にゴム板２０ｂがビニ
ールハウス壁面に接触するのを回避することができる。
【００１６】
　好ましくは、ゴム板２０ｂは、本体２０ａに取り外し可能に取り付けられている。すな
わち、ゴム板２０ｂは、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示されるように、ゴム板２０ｂを本
体２０ａと取付板２０ｂ１との間に挟み、ボルト２０ｂ２で固定することによって、本体
２０ａに取り外し可能に取り付けられている。なお、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示され
るゴム板２０ｂの取り付け方法は、単なる一例にすぎず、他の適当な取り付け方法によっ
てゴム板２０ｂを取り外し可能に取り付けてもよい。
【００１７】
　図５（ａ）は、固定シャフト１４及び回転シャフト１６の構成の一例を示した断面図で
ある。図５（ａ）に示される構成では、回転シャフト１６は、固定シャフト１４内に入れ
子式に収容され、固定シャフト１４の上端に設けられた円形板１４ｂの上に、回転シャフ
ト１６の上部に設けられた円形板１６ｂが載っている。円形板１４ｂ、１６ｂには、図５
（ｂ）に示されるように、それらの周縁に沿って対応する箇所に複数の孔１４ｂ１、１６
ｂ１がそれぞれ設けられており、回転シャフト１６を所望の角度回転させて、孔１４ｂ１
、１６ｂ１にボルト１７を差し込むことにより、本体２０ａ及びゴム板２０ｂを所望の角
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度に選定することができる。
【００１８】
　図６は、固定シャフト１４及び回転シャフト１８の構成の別の例を示した断面図である
。図５（ａ）及び図５（ｂ）に示される構成では、回転シャフト１６を手動で回転させる
が、図６（ａ）及び図６（ｂ）に示される構成では、シリンダを用いて回転シャフト１６
を機械的に回転させるように構成されている。すなわち、シリンダ２２のピストンロッド
２２ａの先端が回転シャフト１６の適所にピン１６ｃで固定されている。そして、ピスト
ンロッド２２ａを伸長させることによって回転シャフト１６を回転させ、除雪機１０の進
行方向に対する本体２０ａ及びゴム板２０ｂの角度を所望のように（図示される例では、
角度α1 から角度α2 に）変えることができる。なお、図５及び図６に示される回転シャ
フト１８を回転させる構成は、例示的なものであり、他の適当な構成（手動又はシリンダ
を利用する構成を含む）を採用してもよい。
【００１９】
　好ましくは、除雪機１０はさらに、ビニールハウス壁面に積もった雪を払い落とすため
の雪落とし具２４を備えている。雪落とし具２４は、間隔を隔てて配置された一対の湾曲
した水平材２４ａと、水平材２４ａの一端同士を連結する垂直材２４ｂと、垂直材２４ｂ
に取り付けられた雪落とし板２４ｃとを有し、水平材２４ａの他端は、基部材２６に取り
付けられている。雪落とし板２４ｃは、図８（ｂ）に示されるように、除雪機１０の進行
方向と反対の方向に湾曲しており、これによりビニールハウス壁面を傷つけるのを回避す
ることができる。基部材２６には、３基の雪落とし具２４が取り付けられているが、２基
以下又は４基以上の雪落とし具２４を取り付けてもよい。基部材２６は、バネ２６ａを介
して、取付部材２６ｂに取り付けられており、適当なアタッチメント（図示せず）を介し
て又は取付部材２６ｂを直接、除雪機１０の適所に取り付けることにより、雪落とし具２
４が装着されるようになっている。
【００２０】
　次に、以上のように構成された除雪機１０の作動の一例について説明する。本発明の除
雪機１０の使用に先立って、フロント・ローダーなどの既存の除雪機を使用して、隣接す
るビニールハウス間（通常は、ビニールハウス間は３ｍ程度である）の除雪を行う。除雪
機１０を油圧ローダーのバケットにボルト等を用いて装着することによって、除雪機１０
を作動可能な状態にする。まず、集雪板２０の角度を所望のように調整して油圧ローダを
作動させると、ビニールハウスに隣接した箇所の雪が集雪板２０（本体２０ａ及び／又は
ゴム板２０ｂ）によってかき集められ、かき集められた雪がバケットによって所望箇所ま
で排除される。その際、集雪板２０の本体２０ａ、ゴム板２０ｂがビニールハウス壁面に
接触する前に、そらせ板２０ｃ、２０ｄ、そらせ用タイヤ２０ｅがビニールハウス壁面に
接触するため、ビニールハウスの側面を傷つけることがない。
【００２１】
　なお、集雪部１２に雪落とし具２４を装着した場合には、ビニールハウス壁面に付着し
た雪をたたき落とすことができるので、一層効率的に除雪作業を行うことができる。雪落
とし具２４は、バネ２６ａを介して取り付けられており、かつ、雪落とし板２４ｃが除雪
機１０の進行方向と反対の方向に湾曲しているため、雪落とし具２４がビニールハウス壁
面に当たっても、雪落とし具２４が良好に撓むので（図９において、実線は、雪落とし板
２４ｃがビニールハウス側面に接触した瞬間を示した図、破線は、除雪機１０が進行して
雪落とし具２４が撓んだ状態を示した図である）、ビニールハウスが傷つけられるおそれ
はない。このようにして、ビニールハウスに沿って油圧ローダーを走行させることにより
、ビニールハウスの隣接箇所及び壁面の雪を、ビニールハウスを傷つけずに除雪すること
ができる。このようにしてビニールハウスの縁から離れた個所にかき集められた雪を従来
の方法で処分（例えば、フロント・ローダー等のバケット等で除去）することによって、
除雪作業が完了する。
【００２２】
　上述の形態では、油圧ローダーのバケットに除雪機１０が取り付けられているが、図１
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雪部１２及び／又は雪落とし具２４を装着して使用してもよいし（図１０（ａ）及び（ｂ
）には、集雪部１２と雪落とし具２４の角度を変えた状態が示されている）、自走式農機
具に、適当なアタッチメントを介して、集雪部１２及び／又は雪落とし具２４を装着して
使用してもよい。
【００２３】
　本発明は、以上の発明の実施の形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載され
た発明の範囲内で、種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるもの
であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００２４】
　１０　除雪機
　１２　集雪部
　１４　固定シャフト
　　１４ａ　取付具
　　１４ｂ　円形板
　１６　回転シャフト
　　１６ａ　取付具
　　１６ｂ　円形板
　　１６ｃ　ピン
　１７　ボルト
　１８　固定具
　２０　集雪板
　　２０ａ　本体
　　２０ｂ　ゴム板
　　２０ｃ、２０ｄ　そらせ板
　　２０ｅ　そらせ用タイヤ
　　２０ｆ　鋸刃状部分
　２２　シリンダ
　　２２ａ　ピストンロッド
　２４　雪落とし具
　　２４ａ　水平材
　　２４ｂ　垂直材
　　２４ｃ　雪落とし板
　２６　基部材
　　２６ａ　バネ
　　２６ｂ　取付部材



(7) JP 2013-253399 A 2013.12.19

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(8) JP 2013-253399 A 2013.12.19

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(9) JP 2013-253399 A 2013.12.19

【図１０】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

