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疇 日本の田植機のアジア稲作地域への展開について

For Expansion into Asia Rice Cultivation Area of Japanese Rice Planting Machine 
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1. はじめに

東南アジア各国は，移植の現代化，機械化，効率化を

促進させている。その中でも中国は，移植機械化率の目

標値を 2020年に 60%とし，その達成のため国及び省は

農業従事者にさまざまな優遇制度を設け機械化を図って

いる。

今回は中国を例に取 り，弊社中国向け乗用田植機の日

本仕様との違いについて述べる（図 1)。

2. 中国市場での田植えに関する作業体系

中国での田植作業には以下のような特徴がある。

(1) 育苗 ・苗の運搬

a. ソフトビニール成形育苗箱で育苗されることが

多く， 日本のようなハー ド育苗箱はほとんど使用さ

れない （図2)。

b. 培土は自家培土 （圃場の土）を使用する。そのた

め植付時に苗の持ち帰りが多く発生する。

C. 育苗地より圃場まで，輸送効率を上げるために，

苗をロール状に巻いて運搬し，その状態で田植機に

積み込む。

(2) 圃場

a. 土質は粘土質の圃場が多く機械が圃場から受け

る抵抗は日本よりも大きい。
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b. 40-60cm程度の耕深の超湿田が各地にあり，そ

の地区では機械の沈没が植付作業時に頗繁に発生す

る。

C. 沈没から脱出の際は， 自力で後輪に木材をかます

か， トラクタなどでけん引し脱出することとなる

（図3)。
(3) 植付作業

a. 植付作業は機械を運転するオペレータと，座席後

方のステップに立ち，苗載せ台への苗補給と植付状

態のチェックを行う補助者の 2人作業を行うのが主

流となっている （図4左）。また，機械の所有者でな

＜雇われオペレータが操作することも多く ，機械の

取り扱いは概して雑である。

b. メンテナンスに気を使うこともあまりない。

r-----: 

歩 行 用 4条

固 l 中国向けの代表的な田植機
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図 2 日本と中国の育苗

図 3 中国の圃場

図 4 中国の作業風景

C. 圃場整備されていない場所も多く，畦道の無い所

では，畦越えをしながら 5-6枚の圃場を連続作業

で植付する所もある。そのため，1行程が長く (500

m以上），途中で田植機へ苗供給ができないため，

補助苗枠以外のステップ上にも苗を積み込む（図 4

右）。

(4) 使用燃料

中国では日本であまり使用されないエタノール含有

燃料 (ElO)を使用する地域があり，含まれているエタ

ノールの吸水性により普通のガソリンよりも劣化する

のが早いという特徴があり，エンジンの始動，作動不

良を起こす。

3. 乗用田植機開発のポイント

中国市場での作業体系 ・作業条件に適応した機械とす

るために「作業性の向上」「メンテナンス性の向上」「湿

田適応性，耐久性の向上」の 3つのポイントを織り込ん

だ。

(1) 作業性の向上

a. ステップ・補助苗枠

(a) 500m圃場を往復するための苗を搭載できるよう

に，ステップにはサイドデッキ， リヤデッキを追加

した。更に補助苗枠にも，巻苗を搭載できるように，
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サイドデッキ 11 メインデッキ

2 4 0 m m  (中国 ）

リヤデ ッキ

図 5 ステップと補助苗枠

図 6 手摺

苗枠の間隔を拡げることで（図 5)'日本仕様の苗搭

載枚数 18枚と比べ約 6倍の 112枚を搭載可能とし，

植付可能な距離を 500m以上とした（表）。

(b)オペ レータ，補助者の 2人作業の際の，補助者の

姿勢安定，安全のための手摺を設けた（図 6)。

(2) メンテナンス性の向上

a. 注油

苗載せ台のスライダヘの注油を簡単に行えるよう注

油ポンプを設けた。これにより，苗載せ台のスライダ

に簡単に注油ができ，磨耗を防止し，耐久性を向上さ

せることができる（図 7)。

b. フィルタの同梱

比較的短時間で交換が必要なエンジンオイルフィル

タ，燃料フィルタを同梱して，交換が行えるような配

慮をしている。（図8)

(3) 交換部品の少額化

超湿田での沈没の際に無理に脱出しようとすると，

駆動部の負荷は想定を超える場合がある。過負荷で万

一故障が発生する場合は，交換が容易なアクスル部の

表 苗搭載枚数の比較

中国 日本

苗載せ台 12箱 ← 
苗搭載枚数 ステップ、補助苗枠 100箱 6箱

計 112箱 18箱
植付可能な面積 2. 5ha 〇.4ha 
植付可能な距離 697m 112m 

横取回数 20回
条件 苗取量 18mm 

植付株数 95株

部品を最弱部位としているが，ユーザの交換部品の費

用負担を少額とするために， 日本仕様では溶接構成で

あるホイルシャフトを中国仕様では分割式としてい

る（図 9)。

(4) 湿田適応性，耐久性の向上

過酷な畦越え連続作業や超湿田での作業に備え，湿

田適応性や耐久性を向上させた仕様に変更を行った。

a. 前輪幅を広げる
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図 7 苗載せ台と注油ポンプ
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図 8 同梱品のフィルタ

三

図 9 前後輪アクスル部

湿田適応性向上のため，前輪幅を日本仕様の幅 80

mmから 90mmに広げた。

b. 後輪ラグ幅及び枚数をアップ

同じく湿田適応性向上のため，後輪ラグ枚数 Xラ

グ幅を日本仕様の幅 150mmX 11枚→幅 160mmX12

枚に変更し駆動力の向上を図った。

C. フレームの強度アップ

フレームの強度アップのため，シャフト部を高耐久

仕様に変更した。

d. HST耐圧アップ

油圧変速機である HSTの破損防止のため，高圧仕

様の HSTに変更した（図 10)。

弊社では中国向け乗用田植機 PZ60を平成 20年か

ら中国市場に投入し，試行錯誤を行いながら，これま

で述べてきた内容を織り込んで販売することで，中国

農業の移植機械化率向上に寄与している。

4. 条間 25cm用田植機の展開

中国国内の米の自給率向上のため，多収星品種（ハイ

ブリッド米）の普及が始まっている。多収量品種は高密

植 (120株 ／坪）で植付ける必要があるため，条間を 25

cmにした田植機が要望され市場に投入し好評を得てい

る（図 11)。
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図 10 湿田性，
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耐久性向上

5. おわりに

著しい成長を遂げている東南アジアは，各国とも農業

の近代化を推進し，その実現に向けて積極的に先進技術

を取り入れている。弊社も日本，中国で培った技術で開

発した田植機を東南アジアに展開し，各国の成長に貢献

していきたい。

25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 

図 11 条間 25cm用田植機
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