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移植技術の現状と課題
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1. はじめに

これまでの水稲作技術の進歩の過程で，その時代ごと

の市場要望に応えるべく様々な機械の開発・改良が行わ

れてきた。最近では，低コスト ・省力化や規模拡大に対

応するべく湛水直播技術の進歩はめざましものがある。

そして，作業効率の良さから栽培面積は今後ますます増

加するものと思われる。しかし，水稲栽培面積に占める

直播栽培の割合はまだごく 一部であり全面的に移行す

るには初期育成や雑草対策などの課題に対する不安を払

拭する必要がある。そのような状況の中で依然として手

間の掛かる移植栽培が選ばれているのは，これまでの開

発により作業体系の機械化が確立されているからであ

る。苗を圃場に必要な本数，適正な深さに植付けするこ

とで生育 ・収量 ・品質が安定するとともに，管理作業が

しやすく収穫作業を効率よく行える。だがしかし，移植

栽培の最大の課題は育苗である。その栽培施設をはじめ

スペースの確保，運搬労力等の負担が大きく規模拡大へ

の課題となっている。その課題に対する技術のひとつが

疎植栽培である。
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ヒンドラ農機株式会社）入社．乗用田

植機の開発を担当経て，

現在開発・設計統括部商品企画 Gに

て乗用田植機の商品企画業務を担当

本稿では当社の考える移植技術や植付性能について説

明し，最新機種を例にとり疎植栽培を含めた移植を支え

る技術について紹介する。

2. 市場背景

乗用田植機の国内需要 （図 1)は市場環境を反映して

減少傾向が続いている。この 10年間で出荷台数は約 4

万台から 2万台へとほぼ半減している。その中でも 4条

植えの小型機の需要の落込みは大きく， 6・8条の多条機

は一貫して増加傾向にある。これは担い手への農地集約

や受託により，小規模農家が減ってきている状況を表し
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図 l 乗用田植機の国内出荷台数 （日農工統計 1-12月）
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ている。

また農業経営規模の変化に伴い市場要望も変化してい

る。米価が下落する状況下では，規模拡大による生産コ

スト低減で収益性改善を目指す動きが乗用田植機の需要

動向にも表れている。また，担い手確保による持続可能

な農業への取組みと活力ある農村への取組みの側面から

も農業所得向上を図ることは必要となってくる。そこで

キーワードとなる 「低コスト化Jと ［規模拡大」につい

て考える。

(1) 「低コスト化」

低コスト化に向かうには大きく分けて栽培コストと資

材コストに分けられる。

栽培コストは慣行栽培に対して省略できる作業工程や

発生する費用の差である。これまでの省力栽培技術を挙

げるならば乳苗移植技術・代掻き同時移植技術・無代

掻き移植技術 ・不耕起移植技術 ・直播栽培技術から最近

では疎植栽培技術や使用するマット苗枚数を疎植栽培に

対して更に減らせる密播疎植技術が注目されている。こ

れらの技術は作業工程を省略すること，あるいは移植と

別作業を同時に行うこと移植時のマット苗の使用枚数

を減らすことで費用削減を図る方法である。

資材コストは田植機をはじめとした作業機および肥

料・薬剤などの水稲に関する資材コストの低減が挙げら

れる。田植機であれば最低限必要な機能に絞って構造を

簡素化海外向け仕様との共通化設計，製品および構成

ユニットをより安価に製作したりすることで対応してい

る。

(2) 「規模拡大j

規模を拡大するには，作業効率を上げる取組みが挙げ

られる。作業速度向上や多条化はもちろんのこと移植同

時作業により単位面積当たりの作業時間を減らすことに

ある。その為乗用田植機へ装着可能な同時作業機の開

発や，田植作業での重労働を楽にする省力機能の開発と

ともに， 自動化機能により作業者の負担軽減にも取組ん

できた。また，現在の田植機は疎植株間を標準で備えて

いるものが多く ，新たな投資を必要とせず簡単に取組め

る疎植栽培は苗の供給回数を減らし作業効率アップにも

効果がある。

3. 移植技術

(1) 疎植栽培

疎植栽培ば慣行栽培よりも株間を広く植付ける栽培方

法で，株間が広ければ分けつが多く，株間が狭ければ分

けつが少なくなる稲の性質を利用した栽培方法である。

疎植株間については特に定義はないが株間 22cm(坪 50

株）より広い株間を疎植と呼ぶことが多い。現在では株

間を最大条間と同じ 30cm(坪 37株）まで広げることが

可能である （岡2)。

『利点j

・育苗資材費の削減が可能。

（例：坪 70株→ 37株で苗使用量を約 50%削減）

・ ・・・1  30cm 

条間30cm
図 2 株間 30cmの疎植イメージ

・育苗管理，運搬，機械への供給までの作業を省力化。

・根張りがよく倒伏に強い。

・風通しがよく病気に強い。

『注意点」

・ 植付株数を減らし分けつにより穂数を確保するのが

狙いであるが，気候，植付時期，圃場条件，品種な

どによっては慣行栽培より減収になることがある。

従ってこれらの条件を考慮して栽植密度を決定する

必要がある。

・苗の使用枚数は減らせるが，施肥や除草剤は面積当

たりで使用量が決まることから，この部分の費用に

ついては削減できない。あくまでも育苗に関する部

分だけの効果である。

(2) 植付機構

ロータリ式植付機構とは「不等速遊星歯車列を内装し

た回転式植付機構」を指し，農研機構で開発された機構

を墓に改良を重ねてきた技術である。この機構（以下，

ロータリケース）が回転する時にプランタアームに取付

けた植付爪 （以下， ビーク ）先端が示す軌跡をビーク軌

跡 （あるいは静止軌跡）と呼び，株間の違いは乗用田植

機の植付速度に対するロータリケースの回転速度を変更

することで可能となる。この時のビーク先端の軌跡をラ

ンニング軌跡と呼んでいる （固3)。

当社では独自のロータリ式植付機構を「ニューダブル

アクション方式」という 。これは植付アームに取付けた

ビークとフォークのコンビネーションのことである。

ビークとフォークでマット苗から掻き取った苗を土中に

フォークで押込むのだが，一気に押し込むのではなく押

出しカムによりそのスピードをコントロールすることで

苗を乱れさせない （図4)。

ロータリケースの回転速度は植付速度 （作業速度）と

共に変化する。植付速度が遅ければ植付アームもゆっく

り土中に突入しフォークがゆっくり苗をビークから押し

出す。逆に植付速度が速ければ植付アームも速く土中に

突入しフ ォークがすばやく苗をビークから押し出す。

ビークに対するフォークの動きを決める押出しカムによ

りすべての速度域で苗にやさしく活着のよい植付機構が
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図 4 植付アーム

「ニューダブルアクション方式」の特徴である。

(3) 疎植植付への対応

a. 疎植植付の課題

図 3

ロータリケースの回転速度は植付速度と共に変化し，

植付株間が広くなるほど回転速度は遅くなる。各株間に

は理想的なランニング軌跡があり ，回転速度だけの違い

では株間によって正常な植付けが出来なくなる軌跡が発

生する。例えば 16cm株間の軌跡が理想的だとして，回

転速度を変えて 30cm株間にするとランニング軌跡が

間延びしてビークが苗を押倒したり植え跡 （ビークが土

中を通過した跡）が大きくなったりする。各株間のラン

ニング軌跡を理想軌跡に近づけなければならない課題が

あった。

そこで，疎植株間ではロータリケースを等速回転させ

るのではなく，不等速回転を与えて土中からビークを素

早く引抜く動きが必要となる。その不等速回転は偏芯ギ

ヤを用いることで作り出し，回転変動によりビーク軌跡

に速度の「速い」「遅い」の強弱を付ける。これによりビー

ク軌跡の下死点とマット苗を掻き取るポイントの動きを

速くすることで安定した掻き取りと植付けが可能である

ことが分かっている。 しかし，株間が広くなるほど偏芯

植付軌跡

量を多くする必要がある。さらに回転速度を上げていく

と回転変動（脈動）も大きくなり ，ある速度以上になる

とロータリケースの回転が不円滑となって回転が止まっ

たような動きをすることがある。この時植付不良を起

こし植付速度を上げられないという問題があった。

b. 課題の解決策

各株間のランニング軌跡を最適化し，田植機において

最も重要な植付性能を満足し，どの株間でもきれいな植

付けが可能となるように取った解決策を説明する。

① 軌跡の最適化

これまで使用してきたビーク軌跡は疎植株間が登場す

る前からのものでその軌跡を不等速回転により徐々に

株間を広げてきた経過がある。疎植株間で最大 30cm

のランニング軌跡を作り出すには，偏芯量が多くなって

しまう 。また噛合い率が低くなり，静寂性や伝達トルク

変化に対して不利となる。結果，ロータリケースの固転

不円滑に繋がってしまう 。そこでこれまでのビーク軌跡

そのものを見直し，少ない偏芯量でも疎植株間で理想的

なランニング軌跡が構成できるようにした。

また軌跡変更に合わせてスリップ率の見直しを行っ

た。植付作業時には土質や耕深，硬度により車輪はス

リップしている。前モデルから想定スリップ率を見直し

計算上のランニング軌跡と実際とのギャップを埋めるよ

うに変更した。

② 動力伝達の改良

疎植株間に対応するため偏芯歯車とブレーキを備えた

ギャケース（図 5)を設けて，株間に応じた等速，不等速

回転のモード切替えにより株間ごとの最適なランニング

軌跡を選択可能とした。

疎植株間において不等速回転をさせる限り ，偏芯量を

抑えても伝動系の脈動は発生する。 しかも動力伝達上，

ロータリケース直前で等速回転から不等速回転に変換出

来ればよいが，機体構成上ユニバーサルジョイントより

も前で不等速回転にするとジョイントによりトルク変動

を増幅させてしまう 。さらにジョイントの角度 （植付部
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図 5 偏芯ギャケースと等速ジョイント

高さの違い）によってそのトルク変動が増幅させること

が課題であった。

そこでユニバーサルジョイントの代わり等速ジョイン

トを採用した。このジョイントの特徴は

・ジョイント角度があっても回転速度を等しく伝え

る。

・振動が発生しづらく静粛な回転を得られる。

・トルク変動が小さい。

・伝達効率が良い。

以上のことから偏芯ギャで発生させた変動を増幅する

ことなく伝達することができる。

③ ビーク角度の最適化

軌跡の最適化とは別にビーク先端が描く軌跡（ランニ

ング軌跡）に対するビークの角度もまた重要な要素とな

る。特にビークがマット苗を掻き取った後のビーク軌跡

下死点前後の位置で， ビークが土中に突入する角度（突

入角）と苗を植えた後にビークが抜ける時の角度（抜け

角）が苗の姿勢に影響を与える。突入角とフォ ークの押

出しタイミングにより苗を垂直に決ま った深さに植付け

た後，ビークとフォークにより植えた苗を前方に押倒し

たり引抜いたりする。この問題を解決する手段としてラ

ンニング軌跡に対するビークの突入角と抜け角を最適化

することで対応可能である（図 6)。

上述の内容を対応することで株間 30cmへの対応と

植付速度の規制速向上を行ってきた。

4. 植付性能

植付性能とは，植付姿勢（植えた直後の苗の状態），植

付深さ，損傷苗の発生率や欠株率などである。各項目に

は数値的な指標を設定している。その植付性能を決める

要因は，機械条件だけでなく圃場条件や苗条件も重要な

要素となってくる。

圃場条件であれば土質の違い，硬度，耕深，水深，央

- 口

図 6 ビーク角度の最適化

雑物の有無，均平度の差などである。苗条件であれば床

土の種類播種量，苗丈，根張などである。これらの緒

条件をほぼ 1台の機械で対応させてきた。新モデルの開

発となれば全国各地で実証試験を実施し，作り込みを行

うことになる。変動要因の多い中で機械精度を向上させ

ることは適応性向上に繋がる。

苗を掻取ってから植付けるまでの短い間の動きが苗の

初期生育に大きく影響する。掻取り時に根を引きちぎり

土中にすばやく押し込まれる機械式移植自体が苗を損傷

させている。では植付不良にはどのようなものがあるか

代表的な例を挙げてみると，

① 倒れ苗 ・..前後左右へと苗が倒れる。

② 切れ苗，折れ苗

．．．苗が茎の途中で切れたり折れたりする。

③ 浮き苗 ・・・ 根が土中に刺さらず田面に浮く。

④ バラケ苗 ・・・ 苗がまとまりなく広がる。

⑤ 欠株．． ．苗を植えずに株が抜けた状態となる。

⑥ 植え跡大

・・・ビークの土中での引きずり跡が大きい。

上述のような植付状態となっても時間の経過により苗

が生育してくれれば問題とならないが，以下のような影

響が生じることがある。

① 植付苗の活着への影響

地温 ・水温や風などの影響もあるが，極端な深植えや

損傷苗でば活着が遅れる。

② 除草剤の影響（図 7)

浅植え，浮き苗，植え跡大，均平性が悪いと除草剤処

理層により苗の生育が悪くなり枯れる場合もある。

③ 施肥の影響（図 8)

施肥位置は植付位置に対して決まり，苗と肥料の位置

は肥効に影響する。ペース ト側条施肥機では植付苗から

わずか側方 2cmのところに施肥する。

④ 連続欠株した場合の影響

連続で 2-3株欠株しても問題なく，欠株率が圃場全

体で数パーセ ントであれば収量に影響は与えないが，見

た目としては悪い。補植するにも移植同時施肥であれ
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図 7 除草剤の影響

ば，圃場に入るにも注意が必要である。

5. 植付を支える技術

植付を支える技術として LEシリーズで採用している

技術について説明する。技術としては主として 「植付機

構」r植付部姿勢制御j「走行本機姿勢制御」の3つに大

別されるが，植付性能は 「植付機構」だけでは確保でき

ない。圃場の凹凸，苗台の左右移動，苗の片減り等，作

業機装着の有無等の常に変化する状況を許容するには

「植付部姿勢制御』，「走行本機姿勢制御Jがあってこその

植付性能となる。

(1) 「植付機構j

ニューダプルアクション・新軌跡・動力伝達によって

植付性能の洗練と 高精度化を目指し，疎植株間 (26・30

cm)でもきれいな植付けを追求した。

(2) 『植付部姿勢制御j

エンジンスロ ットル位置に連動した油圧制御で，油圧

感知ダイヤルと合わせてきめ細やかに植付部の上下方向

を圃場に適応させるジャストフィットと裔速作業でも植

付部を水平に保つ水平自動制御の水平ジャストマチック

を搭載した。

(3) 「走行本機姿勢制御」

耕盤の凹凸による機体振動を吸収し，安定した高速植

付作業を支える前輪独立懸架，確実な苗送りにより欠株

側条 （上段）位憧

下段位置

• 
図 8 ペースト施肥位置

を防止するラチェット式苗送りロングベルト，隣接苗ヘ

の泥押し ・水押しを軽減してフロートだけでは均しきれ

ない枕地の凹凸 （圃場条件）を改善する枕地均平装置 （ま

くら っこ）を搭載した。

6. さらなる改良に向けて

移植技術の進化に向けて技術的課題を以下に挙げる。

「株間適応性の拡大』

株間の大小に関わらず各株間を理想的なランニング軌

跡にさらに近づけることで苗条件や圃場条件への適応性

向上を固る。

r高速化対応J
大規模経営で重視される作業能率向上へ向けた植付速

度向上も必要となってくる。まずは全株間において最高

速での植付けができない現状を改良していくことにあ

る。

「田植同時作業拡大への対応j

田植同時作業 （施肥，除草， 殺菌殺虫）が増えて装着

作業機のバリエーションや装着組合せが以前よりも増し

ている。これらのバランス変化に対応する植付部姿勢制

御の精度向上が重要となる。

最後に移植作業体系の機械化が進み田植機として技

術が完成されているように思われるが，上述した内容ヘ

の取組みを行うと共に急速に変化する市場環境への対応

も常に考えていかなければならない。農業機械には更な

る低コスト化や省力化技術の開発が求められている。加

えて ICT技術を用いた営農支援などこれまでの枠組み

を超えた取組みが不可欠となってきた。今後も農業の競

争力強化に寄与できる製品開発を行っていきたいと考え

ている。
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