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技術論文 農業食料工学会誌 78(2): 154-163, 2016 

チゼル式不耕起播種機の開発＊

—ームギ跡ダイズ作における試作機の性能—

国立卓生*lt・大下泰生*2. 高山定之*3. 佐々木武彦*3

要 旨

水田輪換畑のムギ跡ダイズ作に用いる不耕起播種機として，条毎にチゼルで深さ 100~150mm程度の

排水溝を作溝し，施肥と播種を同時に行うトラクタ直装式作業機を試作した。麦稗の絡みにくいブーツ

型にしたチゼルを千鳥に配置し，土塊による出芽への影響を軽減するため，播種は排水溝の中心から進行

方向 50mm横に行った。また，市販の覆土デイスクを改良して種子の覆土性能を高める対応を行った。

性能試験の結果，試作機は平均麦秤長 130mm以下の圃場で能率的に作業でき，ダイズの播種精度や出芽

率は市販機と変わらなかった。試作機に適応するトラクタの大きさは， 5条播種の時，質量 2t,機関出力

は30~40kWクラスである。

［キーワード］ダイズ，不耕起，チゼル播種機，播種精度，出芽，作業能率

Development of a No-till Seeder with a Chisel at Each Row* 

- Performance of the Seeder for Soybean Seeding after Harvesting Wheat on Upland Paddy― 

Takuo KOKURYU*1↑, Yasuo OHSHIT A *2, Sadayuki TAKAYAMA *3, Takehiko SASAKI*3 

Abstract 

We developed a no-till soybean chisel seeder for attachment to tractors. Chisels were modified to a boot 

shape to avoid straw entanglement and placed in a zig-zag pattern. The machine first digs a drainage 

furrow 100 to 150 mm  deep in each row. To reduce the influence of soil mass on sowing and emergence, 

seeds are sown 50 mm  laterally from the furrow. We also refined a commercial soil coverer. Field 

experiments showed that the seeder was efficient in fields with a wheat straw length of 130 mm  or less 

and had a sowing accuracy and emergence rate comparable to those of commercial seeders. The tractor 

should be at least 2t and 30 to 40kW for 5-rows seeding. 

[Keywords] soybean, no-till, chisel seeder, seeding accuracy, emergence, working efficiency 

I緒言

我が国のダイズ作は水田輪換畑での作付けが 85%を

占め（農林水産省， 2013),多くの地域では播種が梅雨と

重なる。特に，温暖な関東平坦地や九州の西南暖地など，

ムギ・ダイズの二毛作地帯ではダイズの播種適期とムギ

の収穫が重なり，播種前に耕起を行う慣行の作業体系で

は降雨によって作業日数が制限され，播種そのものがで

きない場合もある。

また，作業遅延の回避と播種適期を最大限活用するた

め， 1980年代以降多くの不耕起播種機（不耕起・部分

耕・簡易耕を含む）が開発され（国分， 2000),一部が実
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項目 儀考
機体寸法 全幅x全長x全高(mm) 22QQX 1858 X 1640 
機体質量(kg) 450 
作業幅 条間の設定範囲(mm) 300~800 

作業幅(mm) 1500(条間300)~2400(条間800)
本研究の作業幅(mm) 1500(条間30QX5条）

チゼル 貿量(kg/本） 105 
幅(mm) 12(底部25)
溝深さの調整範囲(mm) 100~300 
材質（熱処理） S45C(j克き入れ）

ミニチゼル 形状 図2参照
クランブルローラ 幅(mm) 1800 

直径(mm) 288 
播種装置 播種装置 スライドロール式、傾斜目皿式

罷動方法 接地籍駆動、紐圧輪駆動
フクドディスクの形状 図3参照

箆肥装置 全幅x奥行X全忘(mm) 1310X430X475 

方法 DC12Vモータ一覧

図 1 試作機の構造と主要諸元

Fig. 1 Configuration and main specifications of the no-till chisel seeder 

用化されている。しかし，ダイズの不耕起栽培はいまだ

定着 していない。

そのおもな原因として，ダイズは播種後から出芽期に

かけては特に湿害に弱く（杉本ら， 1988).不耕起栽培で

は湿害による出芽不良の影響が大きいこと（長野間，

2000)が挙げられる。また，不耕起圃場は土壌硬度が高

いため，ディスクによる一般的な不耕起播種方法では播

種が浅くなりがちで根系は浅く （浜口，2002),干ばつ害

も受けやすいこと （関ら，2001). なども挙げられる。

一方，ダイズの不耕起栽培では，播種条直下に深さ

100~150mm程度を作溝することで根の浅層化や干ば

つ害が改善されると報告されており（小柳ら， 1996;関

ら， 2002). このことによ って湿害も軽減され，収量が安

定化することが期待される。しかし，国内ではこれまで

播種条直下を作溝する不耕起播種機は開発されておら

ず，既存の播種方法で条毎に作溝 しようとすると播種機

が重くなり，より大型のトラクタが必要になるなどの課

題もある。

そこで本研究では，干ばつ害や湿害の軽減により収量

の安定化を図りつつ，不耕起播種機を軽量化するため，

チゼルによって条毎に排水溝を作溝し，同時に施肥や播

種を行う トラクタ直装式作業機を試作した。本報では，

試作機を用いて麦程の回収されていない不耕起圃場でダ

イズの播種や出芽を安定化させる方法や作業性能につい

て検討を行った。また，試作機に適応したトラクタの大

きさを明らかにするためにけん引力を測定した。

II チゼル式不耕起播種機の概要

1. 試作機の構造と主要諸元

図lにチゼル式不耕起播種機（以後，試作機）と主要

諸元を示す。試作機はトラクタ 3点リンク直装式で， 主

要部品は，チゼル （試作品），ミニチゼル（試作品）， ク

ランプルローラ （スガノ 農機製，型式なし），播種装置 （ア

図 2 チゼルと ミニチゼル

Fig. 2 Chisels and mini-chisels used in the trial 

グリテクノ矢崎製 TFRを一部改良）， 施肥装置 （アグリ

テクノ矢崎製 TCS-121),メイ ンフレーム （試作品）など

で構成される。

チゼルは，作物残漆 （麦稗）を円滑に排除するためプー

ツ型に改良し（図 2)' 条間 300mmの栽培体系において

条毎に 1本ずつ，計 5本をメインフレーム前方の 2列ジ

グザグ（千鳥）に配置した。前後 2列の間隔は 300mm

空け，千鳥に配置した隣接するチゼル間の距離は 424

mmを確保した。また，チゼルは栽植様式に応じて条間

が変更できるようユニ ット構造にして着脱・移動が行え

るようにし，チゼルの取り付け高さは 30mm間隔で調

節できるようにした。チゼルの幅は，作溝時の土塊を減

らすため 12mmにし，鋼材 (S45C)を焼き入れして強度

を高めた。

ミニチゼルは，播種条直下作溝において排水溝内の砕

土性を高める （播種深度を安定化させる）ことを目的に

扇型と角型の 2種類を試作し，チゼル背面に，作業機の



156 (50) 農業食料工学会誌第 78巻第 2号 (2016)

市販フクド 改良フクド

項目
覆土ディスクの直径D

播種用作溝ディスクの接地面から覆土ディスク接地面までの距離L1

播種用作溝ディスクの中心から覆土ディスク接地面までの距離L2

市販フクド
200mm 
232mm 
29mm 

改良フクド
170mm 
177mm 
64mm 

図 3 フクドディスクの形状

Fig. 3 Shapes of the discs used to cover the seeds 

進行方向とは逆向きにして取り付けた。予備実験でチゼ

ル作溝時の溝幅が最大 50mm程度であったことを踏ま

え，ミニチゼルの形状は，排水溝内の両壁を 50mm幅で

削る扇型と，溝壁の片側のみを削る 35mm幅の角型を

試作した。

クランプルロ ーラは．チゼル作溝後の表層砕土・ 整地

と尾輪の役目を兼ねて，チゼル背後のメインフレーム中

央に配置した。

播種装置は，播種装置高さ調節器（アグリテクノ矢崎

製 TDRH-ST)を介してメインフレーム後方に取り付け

た。播種は，播種装置の傾斜目皿（鎮圧輪駆動）または

スライドロ ール （接地輪駆動，施肥に利用可能）のいず

れかを用いた。また，種子の覆土性能を高めるため，覆

土方法を改良したダブル式覆土ディスク（以後，改良フ

クド）を市販品（覆土しやすくするために一般的な直径

170mmを200mmに変更したものを市販品と定義す

る，市販フクド）の代わりに取り付け，本報ではこれに

よる播種や出芽の安定化を市販フクドと比較した （図

3)。改良フクドによる覆土性能の向上では，播種用作溝

ディスクの接地面から覆土デイスク接地面までの距離を

市販フクドよりも短縮し， 2枚の覆土デイ スクによって

広域的に土寄せを行う構造にした。

施肥装置は，直下施肥を行う機能として，メインフレー

ム前方のチゼル上部に取り付け，施肥導管は肥料吐出管

に接続してチゼル背面に固定し，排水溝の底に施肥する

構造にした。なお，本報では施肥に関する実験は行わな

かった。これら試作した播種機の寸法は，全幅 2200X

全長 1858X全高 1640mm.機体質量は 450kgであった。

2. 不耕起播種方法

図4に，試作機による不耕起播種方法の模式図を示す。

播種作業は，①条毎に配置したブーツ型にした幅 12

播穫/fl作溝

図 4 不耕起播種方法の模式図

Fig. 4 Diagram of the no-till sowing method that we 

developed 

mmのチゼルで深さ 100~150mm程度のスリット状の

排水溝 （溝幅は 20~50mm程度，破砕範囲は 100~120

mm程度）を作溝する， ② 施肥装置で溝底に施肥する （本

報では未検討），③排水溝内にミニチゼルを這わせて播

種床を安定化させる （播種条直下作溝時のみ，図は省略），

④ クランブルロ ーラ で播種床を砕土 ・整地する，⑤播種

装置で排水溝の中心もしくは 50mm横に播種し，覆土，

鎮圧する，の順番に 1工程で行われる。

III 実験方法

1. 播種条直下作溝による播種や出芽の安定化の検討

（独）農研機構 ・中央農業総合研究センター （以後，中

央農研）内のムギ跡水田輪換畑（埴壌土，麦程は圃場外

に排出）において， 2011年6月，試作機およびPTO駆

動によって作物残流（麦稗）をデイスクで強制的に切断

しながら幅 20mm,深さ 30mm程度の播種溝のみを作
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溝する市販のデイスク駆動式汎用型不耕起播種機（松山

株式会社製 NSV600, 市販機）を用いてダイズ「タチナ

ガハ」を播種した。この時試作機による播種は排水溝

の中心に沿って行い（標準播種），播種深度は 30mm,チ

ゼルによる排水溝の深さ（チゼル深）は 150mmに設定

した。種子の繰り出しには傾斜目1111を用い，覆土デイス

クは市販品を用いた。一方，市販機による播種深度の設

定は試作機に準じ，種子の繰り出しには製品に備え付け

られたスライドロールを用いた。供試トラクタは，試作

機は機関出力 35.0kW, 市販機は 34.3kWのものを用い

た。

播種後の調査は，試作機と市販機について，直後に播

種深度と砕土率を，播種後 25日目に出芽率を調べた。

また，圃場排水性を比較するため，播種後約 2週間，播

種溝の土壌水分を調べた。試作機では，播種直後にチゼ

ル深も調べた。

試験区は，試作機では図 2に示す 2種類のミニチゼル

を各々，装着した時と，装着しない時の 3区とし，こ

れに市販機を加えて計4区とした。

調査項目として，播種深度は，各区 10個体を 2反復

し，平均値と標準偏差を求めた。また，砕土率 (20mm

未満の土塊の比率）は，各区，播種直後に播種溝内（試

作機では深さ 50mm程度まで）を約 5kg採士し，ふる

いで飾って求めた。出芽率は，各区 12m2(1 m2あたり

平均 22.5粒を播種）の出芽本数を平均播種量で除し， 10

反復して平均値と標準偏差を求めた。播種後の土壌水分

（体積含水率）は，土壌水分センサ (DECAGON社製

ECH0-10, センサ長 100mm)を試作機と市販機の，各々

の播種溝の地表面から深さ 100mmまで鉛直方向に設置

し，データロガー (DECAGON社製Em-5)によって 30

分間隔で約 2週間，計測・記録し， 2反復して 1日毎の平

均値を求めた。チゼル深は，貫入式土壌硬度計による貫

入抵抗値が急激に上昇した時の深さとし， 4反復して平

均値を求めた。

播種条件として，土壌硬度（貫入抵抗値）は，貫入式

土壌硬度計（大起理化工業（株） DIK-5521)を用いて 2ヶ

所測定し，深さ 50,100mmの平均値で，各々， 0.76,1.0 

MPaであった。また，降水量は，供試圃場から約 1km

離れた（独）農業環境技術研究所の総合気象観測データを

利用し，播種翌日から 1週間目までに 19.5mmあった。

播種 1週間前から播種当日は降雨がなかった。

2. オフセット播種と覆土ディスクの改良による播種や

出芽の安定化の検討

試作機による播種精度や出芽率のさらなる安定化のた

め，播種位置および覆土方法を検討した。播種試験は，

中央農研内の水田輪換畑（皿ー1と同じ圃場，コムギ収穫

跡）で 2012年6月，ダイズ「タチナガハ」を用いて行い，

供試トラクタは，試作機，市販機ともに皿ー1と同じもの，

種子の繰り出しは試作機では傾斜目皿，市販機では製品

に備え付けられたスライドロールを用いた。本実験にお

ける播種深度やチゼル深の設定はm-1に準じた。また，

特記しない限り，以後の試験でもこれに従い，本実験を

含め，以後ミニチゼルは用いなかった。

試作機による播種位置は，皿ー1で実施した播種条直下

を作溝する標準播種と排水溝の中心から 50mm横に播

種するオフセット播種の 2通りとした。この時試作機

によるオフセット播種の方法での播種装置は，左側に市

販フクドが配置されているため，覆土性能を高めるため

に播種装置をチゼルの進行方向右側に配置し，市販フク

ドをチゼル溝に近づける対応を行った。覆土方法は，市

販品と改良した覆土デイスク（改良フクド）による 2通

りとし，本実験における播種方法は，各2通りの播種位

置と覆土デイスクを組み合わせた 4通りに，市販機を加

えて計5通りにした。

本実験では土壌硬度（貫入抵抗値）が播種精度へ及ぼ

す影響も検討するため，播種時の貫入抵抗値を変える方

法として，前作コムギは，自脱型コンバイン（ヤンマー

CA475)によって収穫し，麦稗を細断する方法（ダイズ

播種時の平均麦秤長 72mm,最小 61~最大98mm,n= 

10)と，飼料コンバインベーラ（ヤンマー YWH1400A)

によって収穫し，麦稗をロールベーラ状にして圃場から

回収する方法の 2通りに変えた。このことによって，ダ

イズ播種時の貰入抵抗値（深さ 50mm,3ヶ所平均）は，

前者が0.49MPa, 後者が l.86MPaになり，本実験の試

験区は， 2水準の貫入抵抗値に 5通りの播種方法を組み

合わせ，計 10区にした。

播種後の調査は，試作機，市販機について，直後に播

種深度と覆土性能を， 12日目に出芽率を調べた。試作機

では，播種直後にチゼル深と砕土率も調べた。

調査項目として，播種深度 (mm)は，各区 10個体の

平均値と標準偏差を求めた。播種深度の調査は，試作機

では改良フクド区のみで行った。覆土性能として，種子

の未覆土割合（％）は， 目視で地表に露出した種子粒数

を数えて平均播種量で除し，各区 9m2ずつを 2~4反復

して平均値を求めた。出芽率（％）は，出芽本数を平均

播種量で除し，各区 6m2(lm2あたり平均 22.5粒を播

種）を 4反復して平均値と標準偏差を求めた。チゼル深

は，皿ー1で行った方法と比べて簡易な方法を採用し，も

のさしをチゼル溝の鉛直方向に刺して下げ止まった時の

深さ（高さ）を測り， 20反復して平均値を求めた。また，

砕土率は，試作によってチゼル作溝した深さ 50mmま

での値を皿ー1に準じて調査し，貰入抵抗値 0.49Mpa区

とl.86Mpa区の，各々について実施した。

播種条件として，降水量は， m-1と同じ総合気象観測

データを利用し，播種後 1週間目までに 16mmあった。

播種4日前から播種後3日目までは降雨がなかった。

以上の統計解析は，エクセル統計2010(株式会社社会

情報サービス）により実行した。

3. ムギ跡不耕起ダイズ作における作業性能

麦稗の回収されていない不耕起圃場での試作機の作業
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表 1 現地における試作機と市販機の試験条件

Table 1 Conditions used to examine the new seeder and a commercial seeder in the field 

供試したトラクタ

項 目 試作機 市販機

Y社製U550 k社製GS-53 k社製GM-75D

試験区名 2012麦秤有 2013麦稗有 2013麦稗無 2012麦稗有

播種日 2012.7.10 2013.7.10 2013. 7. 10 2012.7.10 
供試トラクタの機関出力 (kW) 40.4 39.0 39.0 55.1 
圃場内の麦秤 有 有 無 有

前作ムギの品種 きぬのなみ さとのそら さとのそら きぬのなみ

前作ムギの収量 (kg/lOa) 596 535 533 596 
麦秤長（最小～最大） (mm) 126 (60-205) 146 (103-204) 126 (60-205) 
千鳥に配置したチゼルの間隔 (mm) 424 335 335 
排水溝の深さ（チゼル深） (mm) 150 150 150 
播種面積 (a) 35.3 27.0 40.3 35.3 
圃場の長辺 (m) 100 100 100 100 
条間 (mm) 300 300 300 300 
条数 （条） 5 5 5 6 
作業幅 (mm) 1500 1500 1500 1800 
播種量 (kg/lOa) 3.0 4.0 4.0 3.0 

注）「一」の欄はデータなし。前作ムギの収量はコンバイン収穫による水分 12.5%の値。

性能を明らかにするため，茨城県筑西市内において 20

ha規模でダイズ不耕起栽培を実践している農家のムギ

跡不耕起圃場（壌土，前作コムギのコンバイン収量は水

分 12.5%換算で 530~600kg/lOa程度）において， 2012

年7月と 2013年7月，「納豆小粒」をオフセット播種し

た（表 1)。試作機による種子の繰り出し方法には，農家

の意向によりスライドロールを用いた。覆土デイスク

は，改良フクドを用いた。

2012年は，自脱型コンバインによるコムギ収穫後の麦

稗が回収されていない 70.6a区画の圃場（平均麦稗長

126mm, 最小 60~最大205mm, n=20)で試作機と市

販機を用いて，各々， 35.3aずつ播種を行い，作業能率お

よび播種後 13日目に出芽率を調査した。作業能率は，

播種や旋回，調整の各々に要した時間と圃場区画および

作業幅を用いて求め，平均作業速度，圃場作業量，理論

作業量および圃場作業効率を算出した。また，出芽率

（％）は，各区 6m2(lm2あたり平均 45.3粒を播種）の出

芽本数を平均播種量で除し， 8反復して平均値と標準偏

差を求めた。試作機の対照区には，皿一1や皿ー2で利用

したのと同じ機種で，農家が所有する市販機を用いた。

供試トラクタは，試作機は機関出力 40.4kW, 市販機は

55.lkWのものを用いた。

2013年は，チゼルの間隔が作業性能（麦秤処理性能）

に及ぽす影響を明らかにするするため，千鳥に配置した

チゼルの間隔を 2012年試験の 424mm(前後の間隔は

300mm)から 335mm  (150 mm)に狭め，麦稗の回収さ

れていない 27a区画の圃場（平均麦稗長 146mm,103~ 

204mm, n=lO) と麦稗が焼却された 40.3a区画の圃場

でダイズ播種を行った。作業能率や出芽率の調査（播種

後21日目に実施）は， 2012年試験に準じた。供試トラ

クタは，機関出力 40.0kWのものを用いた。

播種条件として， 2012年試験におけるダイズ播種時の

貫入抵抗値は 6ヶ所測定し，深さ 50, 100mmの平均値

が，各々 ， 0.25, 0.30 MPaであった。 2013年試験では測

定しなかったが，圃場状態により， 2012年の試験圃場と

同様に膨軟であった。また，降水量は，現地に近い茨城

県下館市のアメダス気象観測データを用い， 2012年は播

種前日から播種翌日までの 3日間は降雨がなく，播種後

1週間の降水量は 15mmであった。 2013年は，播種当

日と播種後4日目に，各々 ， 14mmと13.5mmの時間雨

量があった。播種後 1週間の降水量は 31mmであった。

4. けん引力の測定

2012年4月，中央農研内の水田輪換畑（水稲跡，埴壌

土）において，チゼル深が 120mm(ill-2の測定方法に

よる 5ヶ所平均），走行速度を 1.2~5.9km/hまで 6段階

に変えた時のけん引力 (kN)を測定した。けん引力の測

定には 3点リンクダイナモ（大下ら， 2012) を用いた。

また，供試トラクタは機関出力 55.lkWのものを用いた。

作業時の貫入抵抗値は，深さ 125mmまでの 25mm

毎の値を平均して 4反復し， l.25MPaであった。なお，

本実験はチゼル深 179mmでも作業を行ったが，計測許

容範囲を超えたため割愛した。

IV 結果及び考察

1. 播種条直下作溝における試作機の播種精度と出芽率

チゼル深は 140mmであった。試作機による排水（播

種）溝の砕土率は，ミニチゼルを使用しない対照区が

33.6%, ミニチゼルを用いた時は，扇型区が47.2%,角型

区が43.5%であり，ミニチゼルを用いることで，種類を

問わず，砕土率が高まった（図 5)。ただし，土壌硬度（貫

入抵抗値）が高い圃場で試作したチゼルを使用すると砕

土率が低く， ミニチゼルを用いても砕土率は高くならな

かった。

播種深度は，対照区が平均値 27.5土標準偏差 12.7mm
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市販機

図 5 ミニチゼルが播種深度と出芽率および砕士率に及

ぼす影響

Fig. 5 Effect of mini-chisels on sowing depth, emergence 

rate and soil crushing rate after soybean sowing 

（変動係数46.2%) , 扇型区が27.1土10.5mm(38.7%), 角

型区が 31.1士10.5mm(33.8%)であり，出芽率は 56.5土

8.9 (15.7%), 49.5土7.4(14.9%), 50.5土8.1% (16.0%)の

順であった。播種深度の平均値は， ミニチゼルを用いた

場合でも用いない場合と大差なく ，どの試験区も目標値

(30mm)に近かった。また，播種深度のバラッキ （変動

係数）は，ミニチゼルを用いることで小さくなる傾向に

あったが (5%水準で有意差なし），出芽率はミニチゼル

を用いても改善されなかった。ミ ニチゼルを用いても砕

土率は 50%以下で低く，多数の種子が土塊の下におか

れたことなどが原因と考えられた。

市販機による播種床の砕土率は 73.5%, 播種深度は

14.7士4.2mm(変動係数 28.6%), 出芽率は 59.4土8.1% 

(13.6%)であっ た。

試作機と市販機の比較では，試作機による播種深度は

市販機と比べて有意に深く，播種深度のバラッキは試作

機 (33.8~46.2%)が市販機よりも大きい傾向にあった。

試作機ではチゼル作溝によって播種溝が膨軟になり播種

深度が確保されやすかったが，市販機では固い地面に

よって播種溝の作溝が浅くなったので播種深度も浅かっ

たと推察される。

一方試作機によ って播種深度のバラッキが増えた理

由では，試作機による播種の位置 （深さ）はゲージ輪を

兼ねたクランプラローラによって常に一定であるもの

の，試作したチゼルでは作溝時に土塊が増え （砕土率が

低下し），播種床高さの変動が大きくなったことが推察

される。また，試作機による砕土率が市販機よりも大幅

に低下した理由としては，市販機では播種溝のみを作溝

するのに対し，試作機ではより深く作溝し土壌の抵抗が

増したこと，試作したチゼルでは麦秤処理性能を優先し

た形状がゆえ，土塊を地面に上げやすかったことなどが

考えられる。
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図 6 試作機と市販機による播種後の土壌水分の比較

Fig. 6 Comparison of soil moisture after sowing by the 

new seeder and a commercial seeder 

播種後の土壌水分（体積含水率）は，試作機では， 1週

間目までの平均値が 26.7(最小 18.2~最大 39.5)%, 播種

後 1週間目から播種後 2週間目までの平均値が 12.0(8.0 

~18.8) %であり，市販機は， 34.3(30.1 ~38.1) %, 25.7 

(24.1 ~30.5) %の順であった（図 6)。試作機による土壌

水分は播種後 2日目の降雨の際に市販機よりも 一時的に

高まったが，播種後から 1週間目までの平均体積含水率

は試作機が市販機よりも 7.6%(播種後 1週間目の値で

は10.2%)低くなり ，播種後 l週間目から播種後 2週間

目までの平均値ではこの差が 13.7%(播種後 2週間目の

値では 15.2%) に広がった。播種後 1週間と播種後 2週

間目の土壌水分の比較では，試作機，市販機ともに，後

者が前者よりも低く推移し，時間の経過とともに圃場排

水性が高まったが，試作機ではチゼル作溝によって圃場

の乾燥や亀裂発生が促進されたため，播種溝のみの市販

機よりも土壌水分の低下が著しかったと考えられる。

本実験では，試作機，市販機ともに出芽率が低かった。

これは，播種翌日から 4日続けて降雨があり，苗が褐変

するなど茎疫病の症状が出芽苗の 3.2%(市販機）~5.1 % 

（試作機）で現れたこと（データの詳細は省略，出芽率と

調査日・場所は同じ），土壌中では未発芽や発芽後未出芽

の状態で腐敗した種子が複数観察されたことにより

（データは取得せず），おもに病害による影響と推察され

る。一方，試作機による出芽率は市販機よりも低い傾向

にあったが (5%水準で有意差なし），これは，試作機に

よる圃場排水性は市販機よりも高かったものの，試作機

ではチゼル作溝によって多数の種子が土塊の下に置か

れ，これによる出芽率の低下が大きかったためと考えら

れる。つまり，チゼル播種機によって条直下を作溝する

方法では，播種や出芽が不安定になりやすいと思われた。

2. オフセット播種と改良型フクドディスクによる出芽

の安定化

チゼル深は 145mmであ った。また，試作機による播

種溝の砕土率は，ダイズ播種時の貫入抵抗値が 0.49MPa

とl.86MPaの時各々， 61.8%と51.7%であった。
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固 7 異なる士壌硬度（貫入抵抗値）において播種位置

やフクドディスクが播種深度と種子の未覆土割合

および出芽率に及ぼす影響

Fig. 7 Effects of sowing position and the discs used for 

seed covering on sowing depth, proportion of 

seeds left uncovered, and emergence rate in soils 

differing in hardness 

(1) 播種深度

試作機による播種深度は，深さ 50mmの貫入抵抗値

が 0.49MPaの時標準播種区が平均値 26.6士標準偏差

5.2mm (変動係数 19.5%). オフセット播種区が 31.5土

12.9 mm (41.0 %)であった（図 7)。播種深度は試験区間

で有意差なかったが，そのバラッキ （変動係数）はオフ

セット播種区が標準播種区よりも大きかった。ただし，

オフセット播種による播種深度のバラッキは，皿ー1の播

種条直下作溝による値 (33.8~46.2%)と差がなかった。

コンバイン踏圧や圃場の乾燥によって硬化した 1.86

MPaの時の試作機による播種深度は，標準播種区が

18.9土6.2mm(32.8%). オフセット播種区が 34.3土11.2

mm (32.7%)であった。0.49MPaの時と同様に，試作機

による播種深度のバラッキはオフセッ ト播種しても改善

されなかったが試作機による播種深度は貫入抵抗値の

高い圃場でオフセット播種した時にも十分に確保される

ことが認められた。

市販機による播種深度は， 0.49MPaの時が 20.3土5.3

mm (26.1 %) , 1.86 MPaの時が 11.3土4.3mm (38.1 %)で

あった。N-1において深さ 50mmの貫入抵抗値 0.76

MPaにおける市販機の播種深度は 14.7土4.2mm(28.6 

％）であり ，市販機では貰入抵抗値の増加に伴って播種

深度が浅くなったが，試作機ではチゼル作溝時に亀裂が

発生してその亀裂が排水溝の中心から 100-120mm幅

で広がっており ，このことによって播種溝が膨軟になり，

播種深度が貫入抵抗値の影響を受けにくかったと考えら

れる。播種深度のバラッキは，試作機が 19.5-41.0%,

市販機が 26.1-38.1%であり，両間に差はなかった。

(2) 覆土性能

種子の未覆土割合は，貫入抵抗値が 0.49MPaの時試

作機はいずれの区も 0%,市販機は 0.2%で少なかった。

圃場が膨軟で覆土しやすかったと考えられる。

一方，貰入抵抗値 l.86MPaにおける種子の未覆土割

合は，試作機によって標準播種した時，市販フクド区が

5.2%, 改良フクド区が 0.5%であり，オフセット播種し

た時は， 0.3%, 0.2%の順であ った。市販フク ドを用い

て貰入抵抗値の高い圃場で標準播種した時は土寄せが不

十分になって種子の未覆土割合が増えたが，オフセット

播種した時はチゼル作溝によって排水溝の左右に飛散し

た土壌を効率的に土寄せでき ，種子の未覆土割合が減っ

たと考えられた。また，改良フクドでは，播種装置の左

右に配置された 2枚の覆土デイスクによって効率的に土

寄せが行われたことで標準播種，オフセット播種を問わ

ず，種子の未覆土割合が減ったと考えられた。市販機に

よる種子の未覆土割合は 0.4%であった。

(3) 出芽率

0.49MPaにおいて試作機による 出芽率は，標準播種し

た時市販フクド区が 64.3士14.2%(変動係数 22.1%) , 

改良フクド区が71.7土14.5%(20.2%)であり，オフセッ

卜播種した時は，66.1士20.0% (30.3 %) , 92.4士10.0%

(10.8 %)の順であった。試作機によって標準播種した時

の出芽率は覆土デイスクの種類によって大きく変わらな

かったがオフセット播種した時の出芽率は改良フクド

を用いることで大幅に高まった。ただし，5%水準で有

意差はなかった。また，出芽率のバラッキも改良フクド

を用いてオフセット播種した時が最も小さかった。

l.86MPaにおいて試作機による出芽率は，標準播種し

た時市販フクド区が 61.3士16.1% (26.3 %) , 改良フク

ド区が77.6士12.1% (15.6 %)であり ，オフセット播種し

た時の出芽率は，48.7土20.4%(41.9%), 83.7士12.0%

(14.3%)の順であった。試作機によって標準播種した時

の出芽率は改良フクドを用いることで高まる傾向にあり

(5%水準で有意差なし）， 改良フクドを用いてオフセッ

卜播種した時の出芽率は，貫入抵抗値 0.49MPaの場合

と同様に，最も高かった。また，出芽率の変動も ，0.49

MPaの時と同様に最も小さくなった。



国立・大下・高山・佐々木：チゼル式不耕起播種機の開発 161 (55) 

表 2 ムギ跡ダイズ作における試作機と市販機の作業能率と出芽率の比較

Table 2 Comparison of efficiency of soybean sowing after wheat harvest and soybean emergence 

rate between our new seeder and a commercial seeder 

供試したトラクタ

項 目 試作機 市販機

Y社製 U550 k社製GS-53 k社製GM-75D

試験区名 2012麦稗有 2013麦稗有 2013麦程無 2012麦稗有

平均作業速度 (km/h) 4.85 3.96 3.78 
圃場作業量 (ha/h) 0.43 0.36 0.44 0.45 
理論作業量 (ha/h) 0.73 0.59 0.68 
圃場作業効率 （％） 59.4 74.2 65.9 

出芽率士標準偏差 71.4土14.7 67.2士5.5 67 .6土9.1 80.4士8.4
ダイズ収量 (kg/10 a) 277 193 220 233 

注）「一」の欄はデータなし。ダイズ収量はコンバイン収穫した水分 15.0%調整後の値。現地における「納豆小

粒」（約 20ha)の 10aあたりダイズ収量は，不耕起栽培が2012年236kg,2013年204kg,慣行耕起栽培は

2012年221kg,2013年206kg。

市販フクドでは，オフセット播種した時の出芽率が標

準播種した時よりも低く，出芽率の変動は大きい傾向で

あったが，これは，オフセット播種することで土寄せし

やすくなったものの，チゼル作溝時の土塊が多く覆土さ

れたためと推察される。また，改良フクドを用いてオフ

セット播種した時の出芽率は，播種時の貰入抵抗値を問

わず，試験区間で最も高く，出芽率の変動は最も小さかっ

たが，これは，作業機の進行方向右側に配置された覆土

デイスクが標準播種した時と比べて排水溝から 50mm

遠ざかり，土塊の覆土が減ったためと推察される。

これらのことから，チゼル式不耕起播種機では土塊に

よる播種への影響を緩和させることが出芽の安定化のた

めに不可欠であり，試作機ではオフセット播種と改良フ

クドを組み合わせることで出芽の安定化が図られた。

試作機（オフセット播種＋改良フクド）と市販機の比

較では，市販機による出芽率は， 0.49MPaとl.86MPa

の時に，各々 ， 74.9土13.1% (17.5%)と55.1士11.4%(20.7 

％）であり，試作機による 92.4士10.0%(10.8%)や83.7

土12.0%(14.3%)と比べ，いずれの区も試作機による出

芽率が市販機を上回った (5%水準で有意差なし）。 0.49

MPaの時と l.86MPaの時の出芽率の差は，試作機が8.7

％，市販機が 19.8%であり，市販機では貫入抵抗値の増

加によって播種深度が過度に浅くなり，種子の未覆土割

合が増えた結果，出芽率が低下しやすくなったと考えら

れた。一方，試作機では貰入抵抗値が高い時にも播種深

度が十分確保され，種子の未覆土割合が少なかったこと

から，土壌硬度（貫入抵抗値）による出芽不良が軽減さ

れたと推察される。

降雨との関係では，播種後 1週間の降水量は 16mmで，

N-1における 19.5mmと大差なかったが，播種後3日間

は降雨がなく圃場が乾燥気味であった。試作機によるオ

フセット播種＋改良フクド区では高い出芽率が得られた

ことから，本実験では湿害による出芽不良は少なかった

と考えられる。市販機では播種深度が過度に浅かったた

め種子が乾燥して出芽不良が増したと推察される。

以上，試作したチゼル式不耕起播種機では，播種を排

水溝の中心から 50mm横に行うこと，および改良フク

ドによって覆土性能を高めることで市販機に匹敵する播

種精度や出芽率が得られた。また，本実験結果により播

種時の土壌硬度（貫入抵抗値）が高い時には，市販機で

は播種深度が過度に浅くなり種子の未覆土割合も増えや

すいが，試作機ではこれによる出芽不良が緩和されるた

め，市販機よりも出芽率が高まることが期待される。

3. 麦稗が作業能率とダイズ出芽率に及ぼす影響

ムギ収穫後の麦稗が回収されていない圃場（麦稗圃場）

でダイズ播種した時の試作機による圃場作業量は， 2012

年試験において千鳥に配置したチゼル間隔を 424mm空

けた時 0.43ha/hであり，同一圃場における市販機の

0.45ha/hと差がなかった（表2)。しかし， 2013年試験

に試作機を用い，千烏に配置したチゼルの間隔を 335

mmに狭めた時の圃場作業量は，麦稗圃場が0.36ha/h,

麦稗が焼却された圃場が 0.44ha/hであり，チゼルの間

隔を狭めて麦稗圃場でダイズ播種した時には枕地を中心

に麦稗が頻繁にチゼルに停滞し，作業能率が大幅に低下

した。この時枕地の麦程は長く（平均麦稗長 174mm,

97~206mm, n=20), 絡み合って幅 400mm程度に広

がっており，それゆえ，チゼル間隔 335mmでは麦稗が

チゼルに停滞しやすくなったと考えられる。

圃場作業効率は，試作機では 2012年の麦稗圃場にお

いて 59.4%,2013年の麦稗が焼却された圃場において

74.2%であった。 2012年試験では，作業速度が 4.85

km/hに達し，旋回時間が総作業時間の 37.7%を占めた

こと， 2013年試験では，作業速度は 3.96km/hに低下し，

旋回時間は総作業時間の 21.7%に短縮されたことなど

により，圃場作業効率は 2013年試験が2012年試験を上

回ったと推察される。一方，市販機による圃場作業効率

は，農家が播種機の扱いに熟練し，旋回時間は総作業時

間全体の 15.4%まで低下したものの，作業途中に播種機

の調整に時間を要し 65.9%であった。この値は試作機

による 66.8(59.4~74.2) %と同程度であった。
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なお，施肥播種作業における圃場作業効率の基準値は，

ドリルシーダ（直装形）を用いた時に 30-60%とされ（農

業機械学会 1996),試作機や市販機による圃場作業効率

は高い水準であった。

ダイズの出芽率は， 2012年試験では試作機が 71.4%

で市販機よりも約 9%低く，変動係数は試作機が20.5%

で市販機よりも約 10%大きかった。両間の出芽率は 5

％水準で有意差がなかったが，試作機ではチゼルが麦稗

を引きずるなどして出芽率が不安定になった可能性があ

る。収量との関係では，試作機による 10a収量（単収）

は277kgであり，現地農家の市販機による不耕起ダイ

ズ作の平均収量 236kgや市販機区の 233kgを40kg程

度上回った。つまり，試作機ではこの程度の出芽率の違

いが見られてもその後の生育環境等が十分確保された

ことや圃場排水性が向上したことによって根圏環境や後

半の生育が改善され，収量は試作機と差がないどころか，

むしろ，市販機と比べて増収する傾向にあった。

2013年試験における試作機の麦稗の有無による比較

では，麦稗圃場の出芽率は 67.2%であり，麦稗が焼却さ

れた場合の 67.6%と差がなかった。現地農家における

不耕起ダイズ作の単収は，市販機の平均値が204kgで

あったのに対し，試作機では麦稗有りの時が 193kg,麦

程なしの時は 220kgであった。チゼル間の距離を狭め

た場合には枕地などで麦稗が堆積するなどして生育が緩

慢となったため，減収しやすかったと考えられる。

なお，作業能率の向上と麦稗処理性能の再確認のため，

2014年も同じ現地で播種試験を実施した。作業幅 2400

mmの試作した 8条播種機（機関出力 55.lkWのトラク

タに装着）を 27.6a区画（前作コムギの単収641kg,平

均麦稗長 127mm,63-185mm, n=20)に供試し，千鳥

に配置したチゼルの間隔は 424mm空けた。その結果，

ダイズ播種時の平均作業速度は 3.96km/h, 圃場作業量

は0.56ha/h, 圃場作業効率は 61.3%であった。出芽率

は0.6面を 8ヶ所反復し， 77.8士14.5%(18.6%)で，単収

は255kgであった。この時現地農家の市販機による

不耕起ダイズ作の平均収量は 200kg程度であり（同一

圃場では比較せず），試作機による単収は市販機を大き

く上回った。

これらのことから，試作機による播種では，播種前に

あらかじめ麦稗を 130mm程度に細断した上で，千鳥に

配置されたチゼル間の距離を 424mm程度確保すること

が必要であり，そのことによって播種や出芽，生育・収

量も安定すると判断される。

また，本実験結果により，試作機による適正な作業速

度は 4km/h程度，理論作業量は 0.6(作業幅 1500mm)-

1.0 ha/h (2400 mm)程度，圃場作業効率は 60-65%程

度と判断される。

4. 試作機に適応するトラクタの大きさ

水田輪換畑における試作機 (5条用）のけん引力

(kN)は，チゼル深が 120mm,作業速度が0.32-1.65
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m/s (l.3~5.9 km/h)の時 6.3~12.4kNであり， 1条あた

りのけん引力は 1.2~2.SkNであった（図 8)。けん引力

に作業速度を乗じたけん引動力は， 2.0~20.4kWと求め

られた。

試作機をけん引するのに必要なトラクタの質量は，標

準的な作業速度 0.96m/s(3.5km/h)におけるけん引力

10.6kNに，車輪トラクタ (2輪駆動）のけん引係数とし

て壌土の 50%(農業機械学会， 1996)を乗じ，約 2tと求

められた。試作機に適応するトラクタの機関出力は

30~40kW (40~50PS)クラスとされる（日本農業機械

化協会 2014)。この値は，本報で用いた供試トラクタの

機関出力 35~40kW(けん引力測定時を除く）に合致す

る。

5. 試作機によるダイズの収量性

2008年から 2011年にかけて茨城県内の 13圃場で実

施した同一圃場における試作機と市販機の比較試験で

は，ムギ跡ダイズ作の圃場収量（坪刈り精子実重，水分

15%換算）は，前者が279.3士82.9kg/lOa, 後者が259.7

土80.1kg/lOaであり，試作機による平均収量は市販機を

約7.5%上回った（国立， 2012)。また，この時の出芽率

は，前者が平均値 75.9土標準偏差 15.0%, 後者は 71.8士

16.3%であり，試作機による値は市販機を約 4%上回っ

た（データは省略）。試作機では，条侮に排水溝を作溝す

ることや，降雨後の圃場水分が市販機と比較して速やか

に低下することにより（国立， 2012),平均的な出芽率や

収量は市販機よりも高まる傾向にあるものの，その差は

必ずしも明瞭でない。また，この理由として，ダイズ作

では，梅雨期の降雨の合間に行われることや播種後に適

度な降雨があるときには，播種深度が浅いほうが出芽し

やすいこと，播種時の土壌水分が高い時や播種後の降水

量が多い時には，圃場排水性を高めても出芽不良が著し

いこと（国立ら， 2010).などが挙げられる。試作機によっ

て増収効果が発揮されやすい圃場条件の解明や試作機に

よる直下施肥の効果，他作物への汎用化などについては
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今後の課題である。また，チゼルなど，播種機の耐久性

向上も実用上の大きな課題である。本技術は，「農作業

機及び不耕起播種方法」（特開 2012-205588) として特許

が公開されている。

v摘要

ムギ跡水田ダイズ作に用いる不耕起播種機として，条

毎にチゼルで排水溝を作溝し，同時に施肥や播種を行う

トラクタ直装式作業機を試作し，試作機による播種や出

芽の安定化や試作機の作業性能，けん引力を検討し，以

下の知見が得られた。

1)条毎に配置したチゼルで深さ 100~150mm程度のス

リット状の排水溝を作溝し，クランブルローラで播

種床を砕土・整地したあと，播種装置で播種・覆土・

鎮圧作業を 1工程で行うチゼル式不耕起播種機を試

作した。

2)チゼルは麦程処理性能を高めるためにブーツ型にし

て，条間 300mmの時にその間隔を 424mm空けて

千鳥に配置した。また，土塊による播種や出芽への

悪影響を緩和させるため，播種は排水溝と重ねず，排

水溝の中心から 50mm横に行い，覆土デイスクは土

塊の覆土を軽減しつつ効率的に土寄せできるように

市販品を改良した。

3) 2)の結果，試作機では播種前にあらかじめ麦稗が

130mm程度に細断されていれば麦稗に支障なく能

率的に不耕起播種でき，試作機による播種精度や出

芽率は市販機と大きく変わらなかった。貰入抵抗値

が高い時には，試作機では市販機よりも播種深度が

確保しやすく，出芽率の低下は緩和される傾向にあっ

た。また，試作機による収量は市販機よりも高まる

傾向にあった。

4)試作機のけん引力は，貰入抵抗値 l.16MPaにおいて

チゼル深 120mm, 作業速度 l.Om/sの時約 2kN/条

であった。試作機が適応するトラクタの大きさは， 5

条播種の時，質量 2t,機関出力は 30~40kW(40~50 

PS) クラスと推定される。
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