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事故現場の地形に基づく田植機の挙動に関する研究＊

青柳悠也*l. 松井正実*2t. 木村智之*3. 三浦 秦*2. 福島崇志*4

要 旨

田植機は機械特性上，圃場退出等で事故が発生し易く，その挙動の解明は農作業安全の観点から重要で

ある。本研究では，植付部による機体振動と車輪取り付け構造を考慮した田植機の上下・ピッチング・

ローリング・前後の運動方程式を立案し，同定したパラメータを用いて，実際の転倒事故現場における挙

動シミュレーションを行った。前後進圃場退出時の前後方向の重心位置と走行速度の変化による転倒ヘ

の影響について考察した。その結果本供試条件で転倒防止には後進での退出が有効であり，走行速度

0.09m/s以下では前後転倒に対する走行速度の影響が少なく，最適重心位置は後軸から軸距の 46~48%

前方の範囲であることが示された。

［キーワード］田植機，事故現場地形，シミュレーション，挙動モデル，重心位置，走行速度

Study on Rice Transplanter Behavior Based on Accident Topography* 

Yuya AOYAGI*1. Masami MA  TSUI*21, Tomoyuki KIMURA *3, 

Shin MIURA *2, Takashi FUKUSHIMA *4 

Abstract 

Elucidating rice transplanter's behavior is important for the safety. In this study, a model of a rice 

transplanter with four degrees of freedom and installed with a fixed front axle was considered. Vibrations 

from the planting mechanism were also considered. The parameters of the model were identified based on 

experiments. The rice transplanter's behavior on accident site was simulated, and the influences of the 

speed and mass center position on an anteroposterior fall were considered. The results showed that when 

the running speed is 0.09 m/s or lower, the influence of speed on the anteroposterior fall is small and the 

optimum location of mass center position is at a distance of 46 %-48 % of the wheelbase from the rear axle. 

[Keywords] rice transplanter, accident site, simulation, model of behavior, mass center position, traveling speed 

I緒言

田植機（歩行型・乗用型）の普及発達により水稲生産

の軽労化が進むとともに，作業能率も著しく改善されて

いる。一方で過去 20年における我が国の農作業死亡事

故件数は年間約 350件にも上り，高水準のまま推移して

いる（農林水産省， 2017)。農作業死亡事故は，機械の転

倒・転落によるものが最も多く，毎年 100件程度発生し

ている。さらに，平成 11年から平成 14年の負傷事故の

動向調査によると，田植機（歩行型・乗用型）によるも

のが毎年 50件程度発生しており，死亡事故の事例もみ

られる（農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新

工学研究センター， 2002;2017)。これらのことから調査

の及ばない年・地域においても多くの死亡および負傷事
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故が発生していると考えられる。これらの事故の発生要

因は，オペレータによる操作等の人的要因，機械諸元・

特性等の機械的要因，走行路面の傾斜．粗度や天候等の

環境的要因が挙げられる。したがって，実際の事故現場

地形での田植機の挙動について力学的な検証を行うこと

は農作業安全の観点から非常に有益である。本論文中に

おいては乗用型田植機に注目し，「田植機」と記した場合

は乗用型田植機を指す。

田植機は車輪が空気を注入しないゴムタイヤであるこ

とからタイヤが硬く，軸距が短く相対的に重心位置が高

いため転倒し易いことに加え，機体質量が軽量であるた

め重心位置が変化しやすいことから，圃場への出入りの

際に転倒する危険性が高い。また，田植機は苗等の積載

により，圃場作業前と作業後でその重心位置は様々に変

化する。加えて，一般的な田植機には速度計が搭載され

ておらず，走行速度はオペレータによるギアの選択やア

クセルレバー・ペダル等の操作量により決定し，適切な

速度での走行が難しい。したがって，これらの挙動を把

握することができれば，重心位置および走行速度の適正

化について注意喚起する基礎的な資料になると考えられ

る。

市川ら (1984a;1984b)は，歩行型田植機の上下・ピッ

チングの力学モデルを検討し，理論値と実験値の良い一

致を示したことからモデルの妥当性を示した。また，並

河 (1970) は，パワースペクトル密度を用いて，水田の

耕盤もしくは田面の凹凸が歩行型田植機の上下変動に及

ぼす影響について検討した。さらに，従前の研究では，

事故現場の地形情報を用いたトラクタの挙動シミュレー

ションを実施し，地形表現手法とシミュレーションモデ

ルの実用性を示した（青柳ら， 2016)。

以上のことから，田植機の力学特性および走行地形の

両観点から様々な検討がなされているが実際の事故現

場の測量調査による地形情報を利用し，上下， ピッチン

グ，ローリングおよび前後の 4自由度における挙動の解

明を行ったものは少ない。

そこで，本研究では圃場入出時の田植機における上

下・ピッチング・ローリング• 前後方向の 4自由度の運

動方程式を立案した。また，これらのシミュレーション

を行う上でのパラメータを実測により同定した。さら

に，実際の転倒・転落事故現場の微地形測量および事故

発生状況の聞き取り調査を実施し，得られた微地形デー

タから走行路面を再現して， この路面上を走行する田植

機の挙動解析を行った。解析では，重心位置および走行

速度を変化させ，走行シミュレーションを実施した。こ

の結果から圃場入出時の田植機の重心位置および走行速

度の変化による転倒への影響について考察を行った。

II 運動方程式およびモデルパラメータの同定

1. 運動方程式

田植機は機体全体が剛体接続されたトラクタと異な

Ix 

y
 

工

図 l 田植機の力学モデル

Fig. 1 Behavioral model of rice transplanter 

り，走行中に植付部が振動して機体挙動に影響を与え

る。そこで，一般的な田植機を対象モデルとし， トラク

タの 4点支持モデル（松井ら， 2017) を参考に，田植機

の車輪取り付け構造と植付部による機体振動を考慮した

上下・ピッチング・ローリング・前後方向の 4自由度の

運動方程式を立案した。前後方向については，対象地形

を所定の速度で走行する際に必要な駆動力の影響を考慮

するために重要である。田植機の挙動モデルを図 1に示

す。図中の Gとらは合成重心と機体重心を示し， Z, X, 

Y, <p, 0はそれぞれ合成重心の上下方向，前後方向，左右

方向，ピッチング角，ローリング角の変位を示す。 Lt,

Lr, Lb, Lt, Br, B1はそれぞれ合成重心から前輪，後輪，

機体璽心，植付部右車輪，左車輪までの距離を示す。

走行速度を一定とした条件下での機体の合成重心の上

下・ピッチング・ローリングおよび前後方向に関する運

動方程式を式 (1)~(4)に，植付部の上下方向に関する運

動方程式を式 (5) に，植付部から機体にかかる反力およ

び各車輪の反力を式 (6)~ (7) に示す。

(M+m)え=Mg-(R1r+R11+R叶島）cosrp cos0 

+r(R1r+ R11+ Rrr+ Rr1) sinq; cos 0 

-Dsinrp+ Ficos <p cos0 

店＝（島+R11)L1-(島＋島）Lr 

ーァ（島+Rn+島＋島）cos0 Lg 

-Mgcos cpcos 0ム＋麟

(1) 

(2) 

Ix0= (R1r+ Rrr) Br-(Rt1+島）B1 

-y(R1r+島 +Rrr+品）COS(f! ら (3)

(M+m)i=Dcos(f)一r(R叶 R11+R叶島）cos0 cos(f) 

-(R1,+ R11+ R,,+ R,,)cos(f) sin(f)+ F1sin(f) 

(4) 
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図 2 0.15m/s走行時の実測およびシミュレーション結

果の反力波形

Fig. 2 Reaction force of actual measurement and simu-

lation result at 0.15m/s travelling 
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式 (1)~(4)に示すゑ ip, 0, xは，それぞれの変位を

時間で 2階微分している。式(7)に示す反力 Rが 0以下

の場合は車輪が路面から離脱しているとして， R:S::Oと

なった場合は R=Oを入力することとした。これらの運

動方程式を基に Matlab/simulinkを使用したオリジナル

プログラムを開発した。プログラムでは前後左右の車輪

が路面から受ける反力を算出し，上下・ピッチング・ロー

リングの各加速度について， 4次のルンゲクッタ法によ

る数値計算を行う仕様とした。

2. モデルパラメータの同定

シミュレーションで使用する動ばね定数と粘性減衰係

数，および慣性モーメントの同定のため，段差乗り越え

実験を行った。田植機の車軸上部にひずみゲージを貼り

付け，段差路面を一定速度で走行する際の車軸のひずみ

をデータロガー (TEAC社 ES8)に記録し，反力を求め

た。段差路面には機体の進行方向長さ 85mm, 高さは

75.5mmとし，左右輪が同時に段差を乗り上げる矩形段

差を用いた。走行速度は 0.6m/s,0.3m/s, 0.15m/sの 3

速度で実験を行った。また同様の段差路面データを生

成し，数値シミュレーションを行った。

車輪が段差により発生する反力の波形は， 2周期目以

降が減衰しており，転倒には繋がりにくい。このため，

前後輪の段差乗り上げ時の 1周期分のみに注目した。既

往の研究では，歩行型田植機では，動ばね定数，粘性減

衰係数は，それぞれ 1400~40000N/m, 40~230Ns/m, 

慣性モーメントは 4kgm2程度であると報告されてお

り，田植機同様の 4輪の乗用農機であるトラクタでは，

動ばね定数，粘性減衰係数は，それぞれ 15000~460000

Nim, 130~4000 Ns/m, 慣性モーメントは 300kgm2程

度であると報告されている（笹尾ら， 1977:市川ら，

1600 
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囮 3 0.6m/s走行時の実測およびシミュレーション結

果の反力波形

Fig. 3 Reaction force of actual measurement and simu-

lation result at 0.6 mis travelling 

0.15 

表 1 採用したパラメータ

Table 1 Identified parameters 

二 0.6 0.3 0.15 
パラメータ mis m/s m/s 

前輪動ばね定数 [N/m] 30000 30000 30000 
前輪粘性減衰係数 [Ns/m] 100 1100 7100 
後輪動ばね定数 [Nim] 220000 120000 180000 
後輪粘性減衰係数 [Ns/m] 5100 8100 100 
植付部動ばね定数 [Nim] 250000 150000 50000 
植付部粘性減衰係数 [Ns/m] 100 7100 2600 
ピッチング方向慣性モーメント [kgm勺 200 600 600 

1984b ; 福島ら， 2006)。そこで，上記の値を参考に，各

パラメータのフィッティングを行った。動ばね定数，粘

性減衰係数は，それぞれ 15000~400000Nim, 100~ 

12000Ns/m, ピッチング方向の慣性モーメントは 50~

600kgm2の範囲で，前後輪の反力の実測値とシミュレー

ション結果について，最小二乗法により最適値を求めて，

各パラメータとして採用した。反力波形の一例として図

2および図 3に0.15m/sおよび0.6m/sでの後輪反力波

形を示す。これらを見ると走行速度によってピーク周期

が異なっていることがわかる。各パラメータの組み合わ

せを表 lに示す。これらの値を用いてシミュレーション

を実施することとした。

III 田植機の転倒事故現場地形

実際の事故現場地形を利用したシミュレーションを実

施するため，平成 26年度に新潟県で発生した田植機転

倒事故現場地形の測量調査と事故発生状況の聞き取り調

査を行った（図 4)。転倒事故は，圃場内で作業後．走行

速度 l.Om/s程度で圃場から前進で退出する際，畦乗り

越え時に田植機の前方が浮き上がり発生した。

事故現場の測量では，熟練した技術者（測量士）が現

場地形の特徴的な地点を目視確認し， トータルステー

ションとプリズムミラーを使用した電子平板測量を行っ

た。事故発生地点の測量結果を圏 5に示す。図 5から．

軟らかい土から畦の上面までの高さは 10cm程度であ
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図 4 田植機事故現場 （新混県）

Fig. 4 Accident site of rice transplanter (Niigata Prefecture) 
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固 5 事故現場の測量結果

Fig. 5 Result of surveying accident site 
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図 6 シミュレーション入力地形

Fig. 6 Input topography data for simulation 
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るのに対して硬盤からは 30cm程度の高さがあり，畦

乗り越え時オペレータの認識を越える段差の乗り越え

をしていたと考えられる。聞き取り調査結果において

も，走行速度は l.Om/s程度と， 30cm程度の段差を乗り

越えるには過度な速度で走行しており，オペレー タが地

形形状を誤認していたと考えられる。得られたコンター

図標高値にスプライン補間を行い，車輪径を考慮した移

動軌跡を算出して走行地形として与えた（図 6)。左右輪

表 2 機体諸元

Table 2 Body specifications 

項目

機体質最（本機，植付部） [kg] 

全長 [ml
全幅 [ml
全高 [ml
軸距 [ml
輪距 [ml
前綸径 [ml
後輪径 [ml
機体重心から地面までの垂直距離 [ml
機体重心から後軸までの水平距離 [ml

数値

200 (160, 40) 
2.27 
1.5 
1.3 
0.9 

0.7 
0.55 
0.7 
0.705 
0.371 

は輪距を考慮した別軌跡を走行することとし，前後輪は

軸距を考慮した同一の軌跡を走行することとして，走行

地形の標高値を変位としてシミュレーションに入力し

た。

IV 重心および速度変化による転倒への影響

シミュレーションには， II章で示すオリジナルプログ

ラムを使用した。シミュレーションで使用する地形情報

として，前章に示す地形データを用いた。供試田植機の

諸元を表 2に示す。本研究では，エンジンの余剰トルク

により走行抵抗を無視できるため，走行抵抗係数 rの項

は無視した。走行条件としてシミュレーションでの走行

速度は 0.01~0.30 m/s (0.01 m/s刻み）でそれぞれ一定

とした。また，この時のモデルパラメータは 0.22m/sま

では 0.15m/sの値を， 0.23m/s以上では 0.3m/sの値を

用いた。機体の合成重心は後軸から前軸方向に軸距の 1

％ずつ移動させ，合成重心の高さは一定と した。慣性

モーメントは重心位置に応じた値を与え，前進および後

進にて圃場退出のシミュレーションを行った。

図 7および図 8に走行速度 O.lOm/sでの各重心位置

における事故現場地形での圃場前後進退出時の機体ピッ

チング角を示す。実線で静的転倒角を，破線は最大ピッ

チング角を実線と破線の縦軸方向の距離が転倒に対す

る余裕角度を示している。図7から，前進圃場退出時は

重心位置が 42%以上で後転倒しなくなり，重心位置が

機体前方に変化するほど後転倒に対する余裕角度が増加

していることがわかる。図 8から，後進圃場退出時は重

心位置が 57%以下で前転倒しなくなり，重心位置が機

体後方に変化するほど前転倒に対する余裕角度が増加し

ていることがわかる。

図9および図 10に重心位置 41% (諸元値）での各走

行速度における事故現場地形での圃場前後進退出時の機

体ピッチング角を示す。図9から，前進圃場退出時は走

行速度 0.09m/s以上になると前輪が浮き上がり ，最大

ピッチング角が急激に大きくなって， O.lm/s以上 (0.23

m/s時除く）で静的後転倒角に達する。また，後転倒に

対する余裕角度（静的後転倒角と最大ピッチング角の差）

が走行速度 O.lOm/s以下であっても zo程度しかなく，
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Fig. 9 Pitching angle of rice transplanter at accident site 

(mass center position at distance of 41 %, Exiting the 

field by forward) 

事故の危険性が非常に高い地形を走行したことがわか

る。図 10から，後進圃場退出時は， 0.30m/sまでのどの

走行速度においても 10゚ 程度の転倒に対する余裕角度が

存在することがわかる。加えて， 0.23m/sでの前進退出

時 0.26m/sでの後進退出時においては，植付部の振動

周期による共振の影響により，最大ピッチング角の増減

が見られた。以上より，転倒防止のために本供試条件で

は，後進による圃場退出が有効であり，前進圃場退出時

は可能な限り走行速度を低くする必要性が示された。

図 11および図 12に各重心位置各走行速度における

前進および後進圃場退出時の転倒に対する余裕角度を示

す。図 11から，走行速度 0.09m/s以下において，後転

倒に対する余裕角度は重心位置に応じたほぼ一定の値を

示している。一方，走行速度O.lOm/s以上では，植付部

の振動周期による共振の影響により，重心位置と走行速

度の組み合わせによって後転倒に対する余裕角度が変化

し，高速である程後転倒に対する余裕角度が小さくな

る傾向にある。図 12から，走行速度 0.09m/s以下にお

いて，前転倒に対する余裕角度は重心位置に応じたほぼ
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Fig. 10 Pitching angle of rice transplanter at accident site 

(mass center position at distance of 41 %, Exiting 

the field by backward) 

一定の値を示している。一方，走行速度 O.lOm/s以上で

は，植付部の振動周期による共振の影響により，重心位

置と走行速度の組み合わせによって前転倒に対する余裕

角度が変化し，高速である程，前転倒に対する余裕角度

が小さくなる傾向にある。以上より，本供試条件におい

て走行速度を 0.09m/s以下にすることで，前後転倒に対

する走行速度の影響が少なくなることが示された。図

13に各重心位置各走行速度における圃場退出時の前後

転倒回避範囲を示す。走行速度 0.26m/s以下であれば，

重心位置によって前後転倒を回避でき，より走行速度が

低くなるにしたがって，前後転倒を回避できる範囲が大

きくなっていることがわかる。また，重心位置は後軸か

ら軸距の 46%以上かつ 48%以下の範囲が最も前後転倒

を回避可能であることがわかる。さらに重心位置40%

付近において植付部の振動周期による共振の影響によ

り， 0.23m/s付近で転倒回避が可能となっていることが

わかる。このことから本供試条件において，走行速度が

0.26m/s以下で，重心位置が46-48%であれば，退出方

法にかかわらず転倒を回避できることが示された。以上
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図 11 各重心位置・走行速度での余裕角度 （前進退出時）

Differences between pitching angle and fall limit angle on each mass center position and 

each traveling speed (Exiting the field by forward) 
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結 a 

■前後転倒回避

口転倒

各重心位置・ 走行速度での前後転倒回避範囲

Anteroposterior fall avoidance range on each 

mass center position and each traveling speed 

より，前後転倒防止のためには，圃場退出時苗等の積

載を考慮して重心位置を前後車軸中心付近にし，選択可

能な最低速度にすることが重要である。

本研究では圃場入出時の田植機における 4自由度の運

動方程式を立案した。また，これらのシミュレーション

を行う上でのパラメータを実測により同定した。さら

に，実際の転倒 ・転落事故現場の微地形測量および事故

発生状況の聞き取り調査を実施し，得られた微地形デー

タから走行路面を再現して， この路面上を走行する田植

機の挙動解析を行った。解析では，重心位置および走行

速度を変化させ，走行シミュレーションを実施した。

その結果，後進による圃場退出の有効性が示され，前

進による圃場退出を安全に行うためには，可能な限り走

行速度を低くする必要性が示された。加えて，本供試条

件において走行速度を 0.09m/s以下にすることで，前後

転倒に対する走行速度の影響を少なくでき重心位置

46-48%の範囲が最も転倒回避に適していることが示

された。以上のことから，前後転倒防止のために，圃場

退出時は苗等の積載を考慮して重心位置を軸距中央付近

にし，走行速度をできるだけ低くすることが重要である

ことが示された。

謝 辞

事故調査の実施及び分析にあたり ，国立研究開発法人



青柳悠也•松井正実・木村智之・三浦 秦•福島崇志：
事故現場の地形に基づく田植機の挙動に関する研究 191 (47) 

農研機構生物系特定産業技術研究支援センター（現農業

技術革新工学センター）特別研究チーム（安全）の志藤

博克氏，積栄氏岡田俊輔氏に多大なご協力を頂いた。

ここに記して謝意を表す。

References 

青柳悠也，松井正実森尾大貴，田村孝浩内川義行．木村智之

2016. 事故現場の地形に基づくトラクタの挙動に関する研

究．農業食料工学会誌 78(6). 529-535. 

福島崇志，岡田 淳．井上英二，光岡宗司稲葉繁樹，岡安崇史．

2006. セミクローラ式トラクタの転動抵抗を考慮した振動

解析モデルとその評価．農業機械学会誌， 68(5),71-77. 

市川真祐，山下光司， 1984a. 田植機のピッチングに関する研究

（第 1報）．農業機械学会誌， 46(1). 599-606. 

市川真祐，山下光司. 1984b. 田植機のピッチングに関する研究

（第 2報）．農業機械学会誌， 46(3). 339-346. 

松井正実青柳悠也，森尾大貴，田村孝浩，内川義行，木村智之．

2017. 事故現場の地形に基づくトラクタの挙動に関する研

究．農業食料工学会誌 79(1). 59-65. 

並 河清 1970.水田のおうとつと田植機の上下変動．農業機

械学会誌， 32(3), 186-192. 

農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究セン

ター， 2002農業機械負傷事故調査結果

http:/ /www. naro. affrc. go.jp/org/brain/anzenweb/fusyou/ 

fusyoul4.html. Accessed Oct. 3, 2017. 

農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究セン

ター. 2017農業機械事故情報

http:/ /www.naro.affrc.go.jp/ org/brain/ anzenweb/jiko/jiko. 

htm. Accessed Oct. 3, 2017. 

農林水産省 2017乎成 27年に発生した農作業死亡事故の概要

http ://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sizai/attach/pdf/ 

170206-1.pdf. Accessed Apr. 6, 2017. 

笹尾 彰．遠藤俊三， 1977. トラクタの振動とその伝達特性（第

3報）．農業機械学会誌， 38(4). 515-521. 

（受付： 2017年4月7日・受理： 2018年1月30日・

質問期限： 2018年7月31日）

記 号

G : 機体と植付部の合成重心

Cb : 機体重心

z : 合成重心の上下方向変位 [m]

X ; 合成重心の前後方向変位 [m]

y : 合成重心の左右方向変位 [m]

<p : 合成重心のピッチング角 [rad]

〇 ：合成重心のローリング角 [rad]

Zt ; 植付部の上下方向変位 [m]

ら：合成重心から路面までの垂直距離 [m]

L1 : 合成重心から前輪までの距離 [m]

ム：合成重心から後輪までの距離 [m]

L1 : 合成重心から植付部までの距離 [m]

ム：合成重心から機体重心までの距離 [m]

B, : 合成重心から右車輪までの距離 [m]

B1 : 合成重心から左車輪までの距離 [m]

R1, : 右前輪の反力 [NJ

島：左前輪の反力 [NJ

Rrr : 右後輪の反力 [NJ

品：左後輪の反力 [NJ

F1 : 植付部から機体にかかる反力 [NJ

rR: 各車輪における走行抵抗 [NJ

M :  機体質量 [kg]

m : 植付部質量 [kg]

g : 重力加速度 [m/s門

D : 機体全体の推力 [NJ

k : 動ばね定数 [Nim]

C : 動粘性減衰係数 [Ns/m]
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