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IT・メカトロニクス部会論文特集号11
田植機における植付け部昇降制御技術の開発

ー一感度アシスト—

土井邦夫*lt

要 旨

地域や農業経営方針に基づく環境条件の多様化に対応するため，従来のフロートの地面への沈み具合

の調整を，オペレータの経験に基づき設定していたものから自動的に調整できる構造とするためにフロー

トの沈下量をレーキセンサによりセンシングし，一定深さに制御する機能を新たに開発した。ベンチに

おける定量性能評価を行った結果，品質工学の評価法に基づく利得は，植付け深さの SN比が9.7dB, フ

ロート沈下量が4.5dB向上することを確認できた。

［キーワード］田植機，昇降制御，フロート，植付け，自動

Development of Planting Height Control System for Rice Transplanters 

―Automatic Planting Height Adjusting System -

Kunio DOI*1t 

Abstract 

With conventional rice transplanters, float depth was adjusted manually by the operator based on their 

own experience. However, in order to move to an automatic height control system which can respond to 

the diversification of environmental conditions arising from regional and agricultural management 

policies, a new function has been developed by which the degree of float subsidence is detected by a rake 

sensor, allowing a constant depth to be maintained. 

As a result of quantitative performance evaluation conducted during bench testing, the gain obtained 

using the Taguchi Method was confirmed as improved SN ratio of 9.7 dB and float subsidence of 4.5 dB. 

[Keywords] rice transplanter. height control. float, planting, automatic height control 

I緒言

田植機に求められる機能は以下の通りである。

1. 高速化

近年，育苗，代掻き，田植えの重なる春作業の繁忙期

において，コントラクタや一部の篤農家では少人数で

2~4ha/(台・日）の植付けを行っている。彼らにとって，

契約規模拡大により収益を増加させる為には能率の向上

が大きく寄与する。しかし，田植機では車速が植付け精

度に与える影響が大きい為，高速作業時でも安定して植

付け部が田面に追従できる昇降制御が要求される。

2. 苗マット条件

根張りが弱い苗マット，高密度播種を行った苗マット

（以下，密苗と称す），および軽量マット等，地下部質量

が軽く，浮き易い苗でも，適切で安定した植付け深さが

確保できる植付け部の高精度な昇降制御が必要である。

3. ほ場条件

深水や，高速植付け時等，苗の流れ易い条件や，代掻

き精度の違いによるほ場の硬軟，藁等灰雑物の有無に対

しても，最適な適応性が求められる。

*l 会員ヤンマー（株）（〒521-8511滋賀県米原市梅ヶ原 2481番地 TEL 0749-52-8437) 
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現在：ヤンマーアグリ（株）（〒530-0014大阪市北区鶴野町 1-9 TEL 06-6376-6337) 
YANMAR AGRIBUSINESS Co., Ltd., 2481, 530-0014, Japan 
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図 l 全体図

Fig. 1 Overall view 

図 2 フロートレイアウト

Fig. 2 Layout of floats 

以上の 3条件により，利用される条件の多様化に田植

機が対応するため，従来，フロートセンサの目標角設定

をオペレータが経験に基づき設定し，植付け部高さを調

整していたものから，自動的に目標角を決定し，制御す

る機能を新たに開発することとした。

II 方法

1. 田植機昇降制御の基本的な狙い

植付け部は四輪駆動の走行部の後方に配置され，その

高さを制御することで，苗を一定の深さで植付けること

ができる〔図 l〕。

植付け部の昇降制御の要求事項は，フロートによる泥

押しが無い様田面の凹凸に追従して苗を植付ける事と

田面の凹凸を一定の高さで均して植付ける事の 2つの背

反事象を成り立たせなくてはならない。その両立によ

り，泥押しが無く，扇状に広がることなく直立した姿勢

で植付けが可能となる。更に正確な植付け深さ（変動幅

土6mm以内）を満足し，田面の均平機能（均平でなけれ

ば水深が安定せず露出面に雑草が発生する）を良好にす

ることができ，結果として，品質向上，倒伏防止，収量

の確保につながる。

更に外乱として，植付け部の質量の変化（除草剤散布

機や育苗箱施用剤散布機などアタッチメン トの有無や苗

残量の違い）や，車速，ほ場の状態等の外乱に左右され

ず，上記背反事象を満足する必要がある。上記狙いを達

成するため，現行の乗用田植機では，以下の通り「田面

の凹凸への追従」と「田面の均平」を目指し植付け部の

目標高さ設定を経験に基づき手動で調節している。

2. 狙いを達成するための基本的構造

(1) フロー トレイアウト

植付け部下方のフロートにて植付け部が支持さ

れ，植付け位置の田面を均平にする〔図 2〕。

フロートはその質量中心位置より後方に回動支

点を持ち，前方が上下に揺動する構造になってお

り，田面の凹凸に対して追従と均平を両立させる

〔図 3〕。

左右方向で複数に配置したフロ ート の中で中

央のフロー トを用いて田面の高さを計測し，田面

の凹凸に追従して植付け部を昇降させる。

(2) 平行リンクによる植付け部の昇降

田面と植付け軌跡の相対角度を保持する様，植

付け部を昇降させる為， トップリンク， ロアリン

クの平行リンク構造とし，ロアリンクを油圧シリ

ンダの伸縮にて回動し，植付け部高さ (H) を制

御する。

(3) 油圧シリンダの作用

油圧シリンダを縮めて植付け部を上昇させ，バ

イパス状態で植付け部質量による下降を行う単動
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図 3 フロートセンシング構造

Fig. 3 Structure of float sensing 

のシリンダを使用している。過渡応答時の植付け

部の上下方向のハンチングの防止による追従性の

向上と植付け部の最上げ時の過剰張力防止の為に

緩衝融通機能（アキュムレータ）をシリンダの油

圧回路内に設置している。

(4) フロートセンサの追従性の設定

a. 基準荷重の設定

田面への追従と均平を両立させる為，フロート

センサの田面から受ける反力による揺動と均平性

が適切にバランスする基準荷重の設定が重要であ

る。

基準荷重を小さくした場合，田面の凹凸に対す

る追従性は良くなるが，凹凸を均さなくなる。場

合によっては植付け部が過渡応答で激しく上下動

するハンチングが発生し，植付け深さのばらつき

や，浮苗の原因になる。

基準荷重を大きくした場合，田面の凹凸追従性

が悪くなり，泥押しが発生する。また植付け部全

体が沈むことで深植えとなり，植付けた苗が前傾

する不具合を生じる。

b. フロートの目標角と制御量

各角度は図に示す〔図 3〕。

植付け部が沈み込んだ場合，田面の反力が設定

した基準荷重を超えると， フロートセンサの前方

が上方へ押し上げられ，フロートの対地角恥が

基準角度 0FOに対して，

恥>0FO

となり，植付け部が上昇してフロートセンサの目

標角度が

恥=0FO

になる高さで目標に達し，上昇が停止する。逆に

植付け部が過上昇状態ではフロートの対地角（恥）

は

恥く0爪）

となり，植付け部は下降し，

恥=0FO

になる高さで目標に達し，下降が停止する。その

時の昇降制御における制御量凶Hは

紐 =L・sin(0FO―恥）

で表せる。

C. 感度調整

一方，同じフロートセンサの角度でも，田面の

硬さによって，植付け部の沈下量が変わり，フロー

ト跡の深さが異なる。その為，オペ レータは自分

の眼でフロートの通過跡や苗の植付け深さを観察

して， レバーやダイアルの手動操作でフロートセ

ンサの目標角度 0FOを変更してフロートの沈下量

を調整している。その時の前方沈下量凶Hpは

△ Hp=L・sin0FO 

凶Hpが田面の硬さを表し，正で大きければ硬<.

負で小さければ軟らかいこ とを意味する。

(a)柔らかいほ場の時

目標角 0FOを前下がり狙いに田面硬軟適用調節

ダイアル， もしくはスプールの操作量を調整する

レバーで設定する。フロート前方が前下がりにな

るまで植付け部を浮上させる。

(b)硬いほ場の時

目標角 0FOを柔らかい時と逆に， 前上がりに設

定する。フロート前方が前上がりになるまで，植

付け部を下降させ，下方に押しつける。

3. 開発機の特徴

(1) 課題

熟練作業者であっても田植機で最も難しい調整

の一つが，昇降の感度調節である。これは，植付

け状況が運転席から視認困難な位置〔図 4〕（後方）

となるためである。苗を欠落させたり（欠株），浮

かすこと （浮苗）なく，扇状に広がることなく，

直立で植える様，適正な昇降の感度調節を行う必

要がある。即ち以下の 2点を最適化することが求

められる。
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適正なフロート目標角 0FOになるよう植付け深

さの感度を調整すると，田面が均され，同時に泥

水の流れが軽減し，苗が押し倒されにくくなり，

直立した良好な植付け姿勢を保つことができる。

植付け深さの変動を小さく抑えると，浮苗も無

く，苗の生育も良好に安定させることができる。

(2) 課題の対応（感度アシストの構造と特徴）

上記課題に対し，以下の手段により田面の硬軟

適用調節し，植付け深さ補正を自動で最適化する

感度アシスト機能を開発した。

田面高さ検出センサ（以降レーキセンサと呼ぶ）

は表面硬度の低い田面でも沈まず，深水でも浮か

ない様，形状を最適化した。レーキのアーム高さ

が田面商さとなり，フロート下面高さとの差 dを

フロートの沈下量として常時計測する〔図 5〕。

フロート後方（植付け位置）の沈下量 dが目標

値 doで一定になる様，つまり，以下の関係式とな

図 4 開発機 (YR-SD)

Fig. 4 Development machine (YR-SD) 

るフロートセンサの目標角 0roを常時調整する。

d。-d=L・sin(0FO―恥）

フロート後方の一定の沈下量においてセンシン

グ荷重と田面反力でバランスした時の，フロート

センサ前方の沈下量凶Hpにて田面表面の硬さを

検出できる。

III 実験方法

1. 台上定量試験

昇降性能の試験は無限の組み合わせの条件がある為，

定量評価が困難である。よって特性値評価ではなく，

ロバスト性を考慮して品質工学の利得にて評価した。

（比較条件：現行田植機 RG8)。

誤差因子は応答に大きな影製を与える条件として，以

下の 3因子を設定し，それぞれの最大最小 2水準の組み

合わせで 8条件とした〔表 l〕。

(1) ほ場条件

土壌条件を有限的に設定可能な台上試験装置に

て測定した〔図 6〕。

ほ場走行行程の中央で区切り，軟ほ場と硬ほ場

表 1 試験条件

Table 1 Test Conditions of Field and Machine 

表面硬度 (cm) 質 最 車速

8条満載
0 3m/s 

1.6m/s 
10 

5条空荷
0.3m/s 

1 6m/s 

8条満載
0.3m/s 

1 6m/s 

3 

5条空荷
0 3m/s 

1.6m/s 

図 5 感度アシスト構造

Fig. 5 Structure of automatic planting height control adjusting system 
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固 6 台上装置

Fig. 6 Bench test device 

の2水準とした

表面硬度※は 10cm高さからの下げ降り落下

深さによる評価とする

※¢36X43円錐形状 115g錘の貫入深さ

(2) 機械条件

a. 車速

低速と高速の 2水準とした。

b. 変位体（植付け部）の質量

5条から 8条まで制御としてのシステムは同じ

とするため，固有振動数が最大となる 5条植え空

荷相当と，最小 となる 8条植え装備苗満載相当の

2水準をウェイト調整にて試験を行った。同じシ

ステムにて 7条（フロー トセンサの形状が異なる）

についても確認行った。

2. ほ場実証試験

羅産まで 4年間本感度アシスト機能にて約 50ha/年

（計約 200h)の実証植付け試験の条件は機械設定，ほ場

条件ともあらゆる条件で使用されるため，多様で定量評

価が不可能である。よって，社内の田植機の操作に熟練

した販売サービススタッフや農家のコメン ト含む官能

評価を行った。

IV 結果および考察

1. 台上定量試験（感度アシストの挙動確認）

(1) 特性値による確認

無限の実ほ場の条件を有限の台上の条件で最適

化するため，品質工学手法にて評価した。当社現

行機 RG8と比較し，利得を SN比で評価し，具体

的効果の特性値による説明の為，集計過程の平均

的特性値結果を参考に示す〔図 7〕。

a. グラフの見かた

(a)比較

(i)上が現行姿（感度アシス ト無し）

表 2 試験結果

Table 2 Test results 

項目 利得

植付け深さ
9.7dB (8条）

11 5dB (7条）

フロート跡裔さ
4 5dB (8条）

7 OdB (7条）

(ii)下が本開発機姿 （感度アシス ト作動）

(b)表示の特性値

(i)フロート沈下量 （実線）

(ii)オ直イ寸け深さ （ドット ）

(2) 感度アシストの効果

表面硬度の硬軟の違いがあっても，フロート沈

下量の平均深さは等しくなった。更に，苗の植付

け深さが土壊硬度連動に応じて植深補正を行う事

により，土壌表面硬度の硬軟による植付け深さの

差が 20mmから 5mm以内に改善された。

(3) 結果

利得を示す〔表 2〕（比較条件 RG8)

a. 8条

主となる 8条の結果は，ばらつき半分となる 3

dBを大きく上回る 9.7dBとなり，条件の変化を

考慮しても植深さのばらつきが少ないことが確認

できた。

b. 7条

構造上フロートセンサの形状と植付け部質量が

異なるが， 利得は更に大きく，良好であることが

確認できた。

2. 実ほ場実証試験結果

以下の通り，使用者からの評価をいただいた。

1)植付け深さが適正でバラッキが小さくなり，苗の姿

勢が直立で茎の広がり角の小さい植付けとなっ

た。

2) フロ ート 跡の段差とその変動が小さいフロート整

地跡となった。

3)深水でもフロー トの田面沈下量を一定に保つ様，目

標角を変更するため，水の揚力による浮き上がり

に伴う植付け部の上昇が小さいので，苗が浮くこ

とも減少した。

4)菜の多いほ場でも，フロート沈下量を一定値に制御

するため，薬を押さず安定して植えつけることが

できた〔図 8:当社 RG8比〕。

5)本制御でフロート の沈下量が一定になるため，苗の

軽い軽量マッ トや密苗でも浮苗無く安定した植付

け深さで植付ける事ができた。

3. 効果のメカニズム〔図 9〕

(1) 現行感度調節時

植付け部がフロートセンサの目標角 (0FO)とな
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(b)感度アシスト制御

図 7 特性値例 (8条空荷車速 16m/s)

Fig. 7 Example of characteristic values (8 rows, Empty, Speed: 16 m/s) 

図 8 灰雑物の多い圃場

Fig. 8 Field with high contamination 

る高さで停止する。

a. ほ場が硬い時

フロ ート が沈下せず (dが小），植深さ (X)が

浅くなる。

b. ほ場が柔らかい時

フロートが沈下し (dが大），植深さ (X)が深

くなる。

(2) 感度アシスト作動時

レーキセンサの感知するフロート沈下量 (do)

になった高さで停止する。

a. ほ場が硬い時

フロート後部が目標の沈下量 (do) になるよう

にフロートセンサ角 (0。）を前上がりに制御し，

植付け高さが上昇するので，植深さ (X) も目標

深さとなる。

b. ほ場が柔らかい時
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現行感度調節 感度アシスト

図 9 感度アシスト動作

Fig. 9 Action of automatic planting height control adjusting system 

研度SIll□□□□ 1:1 ;~ こミ］
~ 竺

因 10 ほ場硬度表示

Fig. 10 Display of soil hardness 

フロート後部が目標の沈下最 (do)になるよう

にフロートセンサ角 (0o)を前下がりに制御し，

植付け高さが下降するので，植深さ (X)も目標

深さとなる。

C. ほ場硬度の認識

フロート センサ先端の沈下量 (!:::,.Hp)が，試験

ほ場の表面硬度としてモニターに表示する〔図

10〕。

4. 田面硬度情報の表示

計測した田面の表面の硬さ△HFを無次元化したもの

をリアルタイムにモニター表示で確認でき，植付けの感

度設定状況や代掻きによる田面の煉り具合を把握でき

る。見方としては，ゲージがSに寄ると軟らか<,Hに

寄ると硬い状況を表す。

v 結 言

2016年 12月から乗用田植機 YRシリーズ〔図 5参照〕

が販売されたが前機種から採用した多様な条件の苗や

栽植密度に最適化した軌跡と爪角の植付けアームに，こ

の新機能 「感度アシスト」を付加することにより軽く

て浮苗になりやすい「密苗」でも「軽量マット」でも ，

植付けが可能となり， 省力化にも貢献できるようになっ

た。

モニタ ー時に農家の方々からも「深水でも浮苗が無く，

フロートの跡も小さく綺麗に植付けができる」と実ほ場

実証試験時と同様のご評価をいただいた。

VI 謝辞

この技術の商品化の結果，非常に多くの方々から良い

ご評価をいただいき，販売台数が向上した。試験にご協

力いただいた農家の皆様はじめ，商品化にご協力いただ

いた皆様に感謝の意を述べると共に，今後も「密苗」，「感

度アシスト」に続き，農業経営に貢献できる技術開発に

力を注ぐ所存である。
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