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パイプ噴頭を有する茶園用歩行型台車式施肥機の開発と作業特性
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Development and Characteristics of the Walking幽句rpeF erti1izer 
Applicator with Boom Type Blow Heads for Tea Field 
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National Agriculture and Food Research Organization 

Kunimichi Higashi 

HIGASHI Seisakusyo Co.， Ltd. 

Summary 

In Japan， walking-type machines are widely used for fertilizer application in tea cultivation. 

The work strain of an operator using such a machine is high because the operator is required to 

walk along each hedge. Therefore， we have developed a walking-type fertilizer applicator 

equipped with 2 boom勺rpeblow heads and 4 wheels. The decrease in the work strain was 

assessed by using the increase in heart rate as an index.京市ileoperating this fertilizer 

applicator， the operator walks between hedges， and air flowing through the boom-type blow 

heads causes release of fertilizer simultaneously onto the 2 rows. In order to assess the 

performance of the newly developed applicator， we determined the effective operating capacity， 

the increase in heart rate， and the relationship between the operating speed and the increase in 

heart rate with the developed， the conventional pushcart輔type，and the conventional power 

fertilizer applicators.τne results revealed that the effective operating capaci勿ofthe developed 

fertilizer applicator was 0.89 ha/h， which was higher than the operating capacities of the 

conventional fertilizer applicators. The increase in the heart rate of 6 operators using the 

developed fertilizer applicator was 20-52% less than that of operators using the conventional 

fertilizer applicators. At equal operating speeds of the fertilizer applicators， the increase in the 
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パイプ噴頭を有する茶園用歩行裂台車式施肥機の開発と作業特性

heart rate of operators using the developed fertilizer applicator was approximately equal to that 

of operators using the conventional pushcart-type ferti1izer applicator. Operators using the 

conventional power fertilizer app1icator exhibited a significant1y higher increase in heart rate 

than operators using other fertilizer applicators. At equal operating capacities， the increase in 

the heart rate of operators using the developed fertilizer applicator was significant1y lower than 

that of operators using the conventional fertilizer applicators. On the basis of these results we 

can conclude that the use of the developed fertilizer app1icator can considerably reduce出e

work strain of operators. 

Key words : Tea Field， Boom Type Blow Head， Walking-匂rpeFertilizer Applicator， Increase 

in heart rate. 

キーワード:茶圏，パイプ噴頭，歩行型施肥機，心拍数増加率

1 緒 冨

茶障における施肥作業は，扱う資材量が多

いことや，年間作業回数が多いことから，軽

作業化と高能率化が求められている。一部の

大規模機械化茶園を除き，茶園の施肥作業は

歩行作業が多く，走行用動力を持つ動力付施

肥機や動力を持たない手押し式施肥機が利用

されている。ともに作業者の歩行速度が作業

速度となるため，作業速度を高めることには

限界があり，作業能率をより向上させるため

には，複数うねへの同時施肥など，作業輔の

拡大が有効である。茶園歩行施把作業におけ

る作業i幅拡大に関しては，荒木ら 1) により背

負型動力散粒機とパイプ噴頭を組み合わせた

例が報告されており，作業時間短縮による高

能率化の可能性が示された。また，著者ら 2) 

は，ローjレ式肥料繰り出し機構と作業速度連

動機構により，組料繰出しの高精度化につい

て報告した。

本報告では，これらの開発による高能率化

と高精度化に加えて，歩行施肥作業の軽作業

化を目的として 4輪台車式の歩行型施把機

(以下，台車式施肥機)を試作し，有効作業

量をはじめとする作業特性について現状の歩

行型施肥機と比較検討する。また，作業中の

心拍数増加率を指標とした作業負担について

も比較検討する。

2.台車式施肥機の概要

2. 1 主要機構

試作した台車式施肥機の概略を国 1(a)， (b) 

に，機体仕様を表 lに示す。台車式施肥機は，

4車輪で茶樹列を跨いで、走行し，高床台車状

(a)機体工E筒

(b)機体後方 (c)肥料繰出し部

図 1 台車式施sE機の概略および作業状態
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会長

全幅

全高

表 1 台車式施肥機の仕様

1550mm 

2100mm 

1500mm 

機体質量
肥料タンク容量

原動機

200kg 

156L 

4サイクル単気筒，

O.l26L， 4.0kW 

の機体上国に肥料タンクや肥料排出機構を搭

載する。走行動力のためのエンジンを搭載し，

油圧駆動変速機 (HST) を介して前輪を駆

動する。操舵は，左右前輪に取り付けたサイ

ドクラッチおよびキャスター式の後輪の動作

による。機体左側に操作部を有し，作業者は

歩行追従する。機体上面に搭載される施把ユ

ニットは，肥料タンク，タンク底部の肥料繰

出し機構，送風機，パイプ噴頭で構成される。

肥料繰出し機構には横溝ロール式を採用し，

タンク底部より繰り出された肥料は，図l(c)

に示すように，送風機からの気流によりパイ

プ噴頭へ連ばれて端部関口から排出される。

パイプ噴頭は長さが1.8mで、前方左右端を基

部として 2本取り付けられており，操作部の

レバーにより基部を支点として左右に180度

旋回する。また，肥料繰出し機構には，ロー

ル回転数が接地車輸の回転と連動する速度連

動機構を備える。速度連動機構により，横溝

ロールの間転は常に車輪の回転数と比例する

ため，肥料繰出し量は作業速度に応じて増減

し，結果として作業速度に関係なく面積あた

り肥料散布量は均ーとなる。本試作施肥機で

は，図 2に示すように接地輸の回転をローラ

ーチェーンで機械的に横溝ロールへと伝導さ

せ，両者の聞転数を連動させる。また，本機

構には多段変速機を組み込み，回転の伝達比

は8段階に切り替えられる。

2. 2 作業方法

図 1(a)に示す作業状態では，パイプ噴頭が

前進方向左向きに配置され，肥料は機械の左

図2 速度連動機構
( 2点鎖線はローラチェーンまたはVベルトを示す)

側のうね間と，さらにその左側に隣接するう

ね聞に散布される。施肥対象位置を切り替え

てパイプ噴頭が右向きに配置されれば，肥料

は進行方向右側のうね開と，さらにその右側

に隣接するうね関に散布される。この特徴を

活用し，台車式施肥機による施肥作業は，一

方のうね端で枕地旋回を要しない往復作業方

式が可能で、ある。すなわち，関 3に示すよう

松地 t

函3 台車式施肥機の作業方法
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回は， I凝り合ううね間への移動であり，台車

式施把機のうね間移動は 4うね離れたうね

間への移動となる O 日巴料補給作業は，手押し

式施肥機と動力付施肥機については，あらか

じめうね端に適宜配置しておいた肥料袋を持

った時から，肥料を入れ終えるまでの時間を

計測した。台車式施肥機の眼科補充作業は，

枕地で運撒用トラックを機体の直近まで移動

させ，作業者がトラックの荷台から施肥機上

部のタンクへ直接肥料を積み込む作業を想定

した。肥料補充作業の所要時間は， トラック

が機体の直近に移動された状態から，施肥作

業が再開されるまでの時間を計測した。ただ

し，トラックの移動時間は含まない。調査は，

枕地旋回とパイプ噴頭の操作が 5反復，把料

補給は 3反復とした。

3. 2 心拍数増加率による作業負担の諦査

心拍数増加率による作業負担の調査は，作

業時心拍数の安静時心拍数に対する増加割合

を被験者及び供試施肥機ごとに求め，比較検

討した。被験者は，表2に示す10代から40代

までの 6名を供試した。いずれの被験者も各

供試施服機の操作には十分習熟している。

心拍の測定にはスポーツ用途の心拍計

(Polar S810Dを使用した。計測中の心拍数

の推移は，胸部に装着したバンド状のセンサ

からワイヤレストランスミッタで作業者の腕

に装着するレシーパに送信され，記録される。

本報における試験では心拍数の記録時捕を 5

秒とし，計測終了後，パソコン上のソフトウ
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表2

性別

男

男

男

男

男

男

A

B

C

D
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に，前進作業でうね端に到達した後は，パイ

プ噴頭の向きを反対に変えて施肥位置を切り

替えて，後退しながらの作業を継続する。従

来の歩行型施肥機では全てのうね端で枕地旋

回およびうねからうねへの移動が必要で、あっ

たが，台車式施肥機では 4うねごとに片方の

枕地で行うだけで済み，うね間移動および枕

地旋回の回数を大幅に減少できる。

3. 1 有効作業量の調査

台車式施肥機の有効作業量を調査し，手押

し式施把機および動力付施肥機と比較検討し

た。手押し式施肥機は，作業者が機械を支持

し，手押しにより進む 1輪型 (0社製IR-2)

で，動力付施肥機はエンジンを駆動力とする

前 1後 2の3輪型 (K社製FS-IO) を供試し

た。有効作業量は，有効作業紹および有効作

業速度で連続車進作業した場合の作業量と定

められておりへ次式(1)により求められる。

有効作業幅および有効作業速度は，実作業時

の結果から求めた作業l陥，作業速度である。

Ce=0.36wv (1) 

Ce:有効作業量 (ha/h)， 

w: 有効作業幅 (m)， 

v: 有効作業速度 (m/s)

台車式施肥機の有効作業速度は，機体が茶

樹に大きく干渉せず，円滑に進むことができ

る速度を調査し，採用した。手押し式施肥機

および動力付施把機の有効作業量は，機械の

操作に習熟した作業者 3名が，硫安を

25kg/lOaの散布量設定で、施肥作業した時の

作業速度を計測した。供試した茶障は，平:f:B

な成木間で，うね長は約40m，うね間は

25cm程度で、あった。

また，ほ場作業中に損失時間となる枕地旋

回，肥料補給それぞれの作業の所要時間を供

試施把機ごとに謂査した。台車式施肥機はパ

イプ噴頭の左右反転にかかる時間も調査し

た。手押し式施肥機と動力付施把機の枕地旋

実験方法3 
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エアにデータを転送し，解析した。安静時心

拍数は，作業前に室内でいすに座って約30分

間楽な姿勢を保ち，その聞の心拍数の記録の

最後の 2分間の平均値とした。作業時心拍数

は，作業を約10分間継続し，記録した心拍数

のデータから最後の 2分間の平均値により求

めた。安静持心拍数および作業時心拍数から

次式4)により心拍数増加率を求めた。

心拍数増加率(%)= (W-R)/RXlQO (2) 

W:作業時心拍数 (beats/min)

R:安静時心拍数 (beats/min)

計測条件は，平坦茶圏に設けた20m区間の

柱復作業とし，作業速度は，前述の調査で求

めた機械ごとの有効作業速度を目標値とし

た。手押し式施肥機と動力付施肥機は，作業

区間の両端で旋回し， 1.8mの間隔で設けた

隣接する作業区間を走行した。台車式施肥機

は，作業区間を前進作業後，うね端にてパイ

プ噴頭を左右反転させるためのレバー操作，

および前後進切り替えのため，油在駆動変速

機のレバー操作を行い，続けて後退走行作業

を行った。

3. 3 作業速度と心拍数増加率の関係

供試施肥機ごとに作業速度や作業量と心拍

数増加率の関係を比較検討した。作業速度は，

手押し式施肥機では0.5m/s，0.75m/s， 

1.0m/s， 1.25m/s， 1.5m/sの5段階，動力付

施肥機は同様に0.5m/s~ 1.25m/sの 4 段階，

台車式施肥機は0.70m/s，0.90m/sの2段踏と

した。安静時心拍数および各速度条件におけ

る作業時心拍数は前項と同様に計測した。ま

た，比較対象として，施肥機を伴わない歩行

のみの動作も速度0.5m/s~1.5m/sの5段階に

ついて同様に心拍数増加率を調査した。計測

条件は，平坦茶園に設けた長さ20mの試験区

の往復作業とした。

4 結果

4. 1 作業性の調査

表 3に各施肥機の作業性を示す。台車式施

肥機の有効作業速度は，前進作業速度と後退

作業速度の王子均で、0.69m/sで、あった。一方，

比較対象とした手押し式施肥機は1.10m/s，

動力付施肥機は0.89m/sとなった。有効作業

速度から導かれる有効作業量は，台車式施肥

機は0.89ha/h，手押し式施肥機が0.71ha/h動

力付施肥機が0.58ha/hとなった。なお，有効

作業量の算出条件である有効作業I隔は，手押

し式施把機および、動力付施肥機は1.8m，台

車式施肥機は3.6mとした。

肥料補給作業に要する時間は，台車式施肥

機は20kg入りの肥料を 4袋補給するのに165

秒を要し，手押し式施肥機および動力付施肥

機では 1袋につき45秒を要した。台車式施肥

機は 1袋当たりに換算すると41秒となり両者

で大差ない結果であった。枕地旋回に要する

時間は，台車式施肥機が24秒，手押し式施斑

機が 3秒，動力付施肥機が7秒となった。台

車式施肥機のパイプ噴頭を左右に旋回する作

業に要する時間は， 1由あたり 10秒であった。

表3 各施肥機の作業性

台車式施肥機

手押し式施肥機

動力付施肥機

有効作業速 有効作業量 機械操作待問(sec/官 )"1

度(m/s) (hνh) 肥料補給・2 喰頭反転 枕地旋回・3

0.69 

1.10 

0.89 

0.89 

0.71 

165 

45 

10 24 

3 

0.58 45 7 

1 肥料補給は 3反復，他は 5反復。
キ 2 台主主式施肥機は肥料袋4袋，その他は 1袋積み込む時間。
ワ枕地幅は約 3ffio 
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4. 2 心拍数増加率による作業強度の検討

表4に作業中の心拍数増加率を示す。台車

式施肥機による作業時の心拍数増加率は20%

~52% と 6 名の被験者で差があるものの，

いずれも手押し式施肥機や動力付施肥機の心

拍数増加率よりも低かった。なお，試験時の

作業速度は，台車式施肥機が0.7m/s，手押し

式施肥機l.lm/s，動力付施肥機0.9m/sをそれ

ぞれ毘標値とした。心拍数と労働強度の関係

は鶴崎ら 4)により定義されており，心拍数

増加率が， 0~30%で軽労働， 30~50%で中

労働， 50~90%で強労働，そして90%以上で

重労働とされる。これに捉えば，台車式施肥

機の被験者 6名の結果は，軽労働が2名，中

労働が3名，強労働が l名という結果であっ

た。その中で，台車式施肥機の作業強度が強

労働になった被験者Aも，手押し式施肥機の

作業強度は重労働であり，同じ強労働の動力

付施把機の作業強度に比べても台車式施腿機

の心拍数増加率は低かった。

4. 3 作業速度と心拍数増加率の関係

国4に作業速度と心拍数増加率の関係を示

す。両者の関係は 2次式でよく田帰でき，そ

の決定係数は0.85~0.98であった。作業速度

が0.5m/s~ 1.5m/ sの範囲で変化した場合，各

供試施肥機による心拍数増加率は単調増加の

傾向を示した。施肥機を伴わない歩行動作の

心拍数増加率も関様に単調増加の傾向を示し

た。被験者Aの手押し式施肥機の心拍数増加

率が，他の供試施肥機に比べると速度の増加

に伴い急激に高くなり，設定作業速度1.5m/s

において心拍数増加率が122%に達した。被

験者A以外の 5名の被験者は，全ての作業速

度範囲で動力付施肥機の心拍数増加率がやや

高く現れる傾向が見られた。そこで，各施肥

機の作業速度を台車式施把機の作業速度に備

えた時の心拍数増加率の比較を表 5Iこ示す。

すなわち，図 4中に示す作業速度VLにおけ

る各施肥機と歩行動作の心拍数増加率を被験

者ごとに比較した。ここでVLは，台車式施

肥機の試験条件のうち，目標作業速度を

0.70m/sとした持の作業速度で，被験者ごと

に巽なる値を持つ。手押し式施肥機，動力付

施肥機および歩行動作の心拍数増加率は，被

験者ごとに 2次回帰式を求め， VLにおける

心拍数増加率を推測した。その結果，作業速

度VLにおける被験者 6名の心拍数増加率が

20.1 %~51.5%となった台車式施肥機に対し，

手押し式施肥機の心拍数増加率は24.0%~

60.9%，動力付施肥機では37.5%~64.6% ，

歩行動作では， 21.1 %~51.3%となり，動力

付施肥機の心拍数増加率が他に比べて高かっ

た。

次に，各施肥機で有効作業量が異なること

から，有効作業量を問ーにした時の心拍数増

加率を比較した。まず，図 4の各被験者のグ

ラフにおいて横軸の作業速度を式(1)により有

表4 作業中の心拍数増加率

心拍数増加率
目標設定

(%，下段括弧内は労働強度分類*)
速度(m/s)

A B C D E F 

52 20 38 37 50 30 
台E彰式施肥機 0.7 

(強) (軽) (中) (中) (中) (軽)

93 50 47 43 58 46 
手押し式施肥機 1.1 

(重) (中) (中) (中) (強) (中)

69 45 46 68 69 49 
動力付施肥機 0.9 

(強) (中) (中) (強) (強) (中)

*篠崎らの労働強度の分類基準 4)による
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図4 作業速度と心拍数増加率の関係

+:台車式施肥機 x 手押し式施肥機，企:動力付施肥機， 0:歩行動作

VLは，目標作業速度を0.70m/sとした時の台車式施肥機の作業速度。

表5 作業速度を同一にした時の心拍数増加率

被験者 速度VL*l 心指数増加祭" (%，括弧内は台車式に対する比)

(m/s) 
台車式施肥機

手押し式 動力付

施肥機 施把機
歩行動作

A 0.74 51.5 (ー) 51.3 (1.0) 60.9 (1.2) 64.6 (1.3) 

B 0.70 20.1 (“) 26.3 (1.3) 24.0 (1.2) 37.5 (1.9) 

C 0.68 37.5 (時) 21.1 (0.6) 32.8 (0.9) 41.2 (1.1) 

D 0.69 36.6 (ー) 27.5 (0.8) 26.9 (0.7) 56.2 (1.5) 

E 0.72 50.3 (ー) 42.9 (0.9) 45.6 (0.9) 60.8 (1.2) 

F 0.71 30.1 (田) 22.4 (0.7) 29.0 (1.0) 41.9 (1.4) 
平均車3 37.7 a 31.9 a 36.5 a 50.4 b 

つ VLは，白標作業速度を0.70m/sとした時の台車式施肥機の作業速度。

1.5 

X 

1.5 

ゴ 台車式施肥機の心拍数増加率は実inU1i直，他は速度をVLとした時の回帰式による推定値。
事3 二元配置法における最小有意差法により異なるアルファベットに 1%水準の有意義あり。
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図5 被験者Aにおける有効作業譲と心拍数増
加率の関係

Ced土，包様作業速度を0.70rnlsとした11寺の台率
式施肥機の有効作業長。

効作業量へ変換し，図 5に例示する有効作業

量CeLにおける各施肥機の心拍数増加率を求

め，表 6に示した。ここで、Ced土，台車式施

把機の試験条件のうち，目標作業速度を

0.70m/sとした時の有効作業量で，被験者ご

とに異なる値を持つ。手押し式施肥機，動力

付施肥機の心拍数増加率は，被験者ごとの2

次回帰式から CeL~こおける心拍数増加率を推

測した。その結果，台車式施肥機の心拍数増

加率が20.1%~51.5%であるのに対し，手押

し式施肥機および動力付施肥機の有効作業量

を台車式施肥機と向水準に高めた時の被験者

6名の心拍数増加率は，手押し式施肥機が

ら1.6%~128.7%，動力付施肥機では58.9%~

94.4%となり，台車式施肥機の心拍数増加率

は有意に低かった。心拍数増加率から判断す

る作業負担は台車式施肥機が軽労働~強労働

であるのに対し，手押し式施肥機，動力付施

肥機ともに強労働または重労働となり，台車

式施肥機との作業負担の差は明確で、あった。

5 考察

本報告で試作した台車式施肥機はパイプ噴

頭を有することを最大の特徴とする。このパ

イプ噴頭は，これまでの類似の実用例や報告

例によれば作業幅を拡大し作業能率を高める

ことが主目的と考えられる1.5.6)。本報告の

台車式施肥機も同様の意図であるが，さらに

パイプ噴頭を水平方向に旋自できる仕組みを

採用することで，一方の枕地で旋簡を要しな

い作業体系を実現しており，作業能率や軽作

業化の向上とともに，歩行作業体系で管理さ

れている既存茶屈への適応性も高くなると考

えられる。ただし，表 3に示すように，うね

間旋回に要する時聞が24秒と他と比べて大き

くなるが，国 3に示す作業方法が確保できれ

表 6 有効作業量を同一にした時の心拍数増加率

被験者 有効作業量 心拍数増加率・(%，括弧内は台車式に対する比)

CeL (ha/h) * 1 

台車式施ø~機
手押し式 動力付

施肥機 施肥機

A 0.96 51.5 (同) 128.7 (2.5) 77.0 (1.5) 

3 0.91 20.1 (ー) 60.6 (3.0) 64.2 (3.2) 

C 0.88 37.5 (ー) 51.6 (1.4) 58.9 (1.6) 

D 0.89 36.6 (司) 57.9 (1.6) 84.8 (2.3) 

E 0.94 50.3 (ー) 75.2 (1.5) 94.4 (1.9) 

F 0.92 30.1 (“) 62.6 (2.1) 75.1 (2.5) 

王子均d 37.7 a 72.8 b 75.7 b 

吋 Ced土，皆様作業速度をO.70m/sとした時の台車式施肥機の有効作業量。
ゴ 台車式施ij~機の心拍数増加率は実測値， 1也は有効作業量をCeLとした持の回帰式

による推定値。
ワ 二元配置法における最小有意差法により異なるアルファベットに1%水準の有意

差あり。
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ば，うね間旋回の回数が1/4で済むことから，

大きな問題と考えない。また，有効作業速度

は従来の歩行型施肥機に比べて遅くなるが，

2うね何時施肥できる特徴により有効作業量

は大きくなる O 本報では，表3に示したとお

り，台車式施肥機の有効作業量は，平坦茶園

に限定した結果であるが，従来の歩行型施肥

機以上であったことから，台車式施肥機の作

業能率の高さが示されたと考えた。

次に，心拍数増加率を指標とした台車式施

肥機の作業負担について検討した。作業強度

と心拍数の関係は，一般に個人差や個人内変

動が大きく，しかも計測時の精神的緊張の影

響を受けるため7)心拍数の評価法について

は多種多様な研究事例がある 8)。本報告では，

被験者 6名による安静時心拍数に対する作業

時心拍数の増加率を作業負担の指標とし，鶴

l埼らの指標 4)に従い，軽労働から重労働ま

で分類する手法を採用した。台車式施肥機に

よる作業時の心拍数増加率は20%~52% (軽

労働U~強労働)となり，手押し式施肥機の

43%~93%や動力付施肥機の45%~69%に比

べて労働負荷が小さい結果となった。ただし，

この調査では，有効作業速度は供試施肥機ご

とに異なるため，心拍数増加率の栢違が，供

試施肥機の違いによるものか，作業速度の違

いによるものかが判然としない。そこで，作

業速度を同水準として，各供試施肥機の心拍

数増加率を比較検討したところ，動力付施肥

機の心拍数増加率が有意に高くなり，台車式

施肥機の心拍数増加率は，手押し施肥機や歩

行動作と開等であった。また，心拍数増加率

は作業速度や歩行速度の増加に対して比較的

単調な増加傾向を持つことや，台車式施魁機

と手押し施肥機あるいは歩行動作の心拍数増

加率の関係を考慮:すると，作業時の心拍数増

加率は，作業速度に大きく影響されると推察

できる。また 2うね同時施担できる台車式

施肥機と，手押し施肥機や動力付施肥機とで

は，有効作業量は大きく異なるため，作業速

79 

度を同ーとした比較だけでなく，有効作業量

を問ーとした時の心拍数増加率についても比

較検討した。表6に示すように，手押し式施

肥機および動力付施肥機の有効作業量を台車

式施肥機と河水準まで高めた場合の心拍数増

加率は，手押し式施肥機が台車式施肥機に対

して1.4倍~3 倍，動力付施肥機で1.5倍~3.2

倍になり，台車式施肥機は作業負担を小さく

抑えつつ，有効作業量を多くできることが確

認できた。

以上のことから，パイプ噴頭を有する歩行

型台車式施肥機は，従来の歩行型施肥機に比

べると作業速度は遅いものの，作業幅の拡大

により有効作業量は多く，また作業速度が遅

いことにより，結果として作業者への作業負

担が軽減できることが明らかとなった。

6 捕襲

歩行作業による茶間施肥作業の軽作業化お

よび高能率化を目的として，パイプ噴頭を備

える台車式の歩行型施肥機を試作した。また

有効作業最や，心拍数増加率等の作業特性に

ついて手押し式および動力付施把機と比較検

討したところ，以下の結果を得た。

(1) 台車式施肥機は，左右に旋留する 2本の

パイプ噴頭により 2うね同時施肥と，一方

のうね端で旋回動作を要しない作業法を実現

することができる。

(2) 台車式施肥機は，従来の歩行型施肥機よ

り作業速度がやや遅いものの，作業幅の拡大

により，有効作業量はO.89ha/hとなった。手

押し式施肥機はO.71ha/h，動力付施把機は

O.58ha/hで、あり，台車式施肥機の作業能率の

高さが示された。

(3) 台車式施肥機の通常作業時の心拍数増加

率は20%~52% となり，手押し式施肥機の

43%~93%や動力付施肥機の45%~69% より

低く，作業負担は小さかった。

(4) 作業速度が同一であれば，台車式施把機

の心拍数増加率は手押し施肥機や歩行動作と
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同等であり，動力付施肥機より低かった。一

方，有効作業景を同一にして心拍数増加率を

比較すると，台車式施肥機の心拍数増加率が

有意に低くなった。

(5) 以上より，パイプ噴頭を有する歩行型台

車式施肥機は，作業幅拡大により有効作業量

が大きく，また作業速度がやや遅いことによ

り結果として作業者への作業負担が軽減でき

ることカ宝明らかとなった。
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