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技術論文 農業機械学会誌 74(1):72~78 ， 2012 

ディスク式中耕培土機の開発と基礎試験(第3報)* 

一一耕深と培土量の謂節に関する試験一一一

後藤経志不1t .手島 叫・藤井幸人*1・大西正洋ネ1・遠藤 準*2・越智健市*3・鋤柄忠良村

要皆

開発したディスク式iニド耕培土機を供試し 2笛所の大豆栽培ほ場において耕深謂館用定規輸の取付け位

に関する試験を， 1笛月Iyの裸地ほ場と 3箇所の大立栽培ほ場において前・後列ディスクのディスク角と

後初jディスクの取付け閤障に関する試験を行った。その結果，(1)定規輸を機体前方に取付けた場合と中

耕ユニットの後方に取付けた場合で、培ニヒ性能に大きな差はないこと， (2)作物条間が広くなるにつれ蔀列

ディスクのディスク角を大きくすること，作物条間によらず後列ディスクの取付け間隔を 40~45cm に

保つこと，作業速度が O.5m/s程度高まるに従い後列ディスクのディスク角を 7.5
0

小さくすることによ

り適正な培土性能を確保できることが明らかとなった。

[キーワー問中主11. 主音土，ディスク，大豆別Mj ニiニ壊，作~~迷f支

Development and Basic Tests of Disk Cultivator司Ridger(Part 3)ヰ

一-Testson Cultivating Depth and Disk Adjustment一一一

Takashi GOTOHけ， Tsukasa TESHIMAぺYukitoFUJIIベMasahiroOHNISHI*I， 

Jun ENDO耳松， Ken-ichi OC耳IぺTadayoshiSUKIGARA判

Abstract 

The effect of the position of gage wheels and disk adjustment on the earthing up performance of two 

disk cultivator-ridger prototypes was investigated in two fields planted with soybean， in one uncultivated 

field and three fields planted with soybean respectively. The following results were obtained. (1) There 

were few differences between front gage wheels and rear gage wheels on earthing up performance. (2) 

To secure optimal earthing up performance， it was important that the disk angle of the front disks was 

increased in proportion to the distance between rows， the distance between the rear disks was maintained 

at 40-45 cm regardless of distance between rows， and the disk angle of the rear disks was reduced by 7.5 

for every increase of 0.5m/s in travel speed. 

[Kεywords] : inter-row cultivating. earthing up. disk， soybean. high moisture soil. travel speed 
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I 緒

わが閣で一般的に利用されているロータリ式中耕機に

よる中耕培土作業においては，湿潤土壌条件下で土を競

り付けたり，培土板で土を圧縮したりして土壌物理性を

悪化させる開題があり，適期作業が難しかった (Kurata

et al.， 1985)。また，ロータ l};式中耕機には，耕:うんピッ

チが大きくなると除草効果が低下する (Naka，1981) こ

とから作業速毘が遥く，能率が低い問題があった。本研

究lえこれらの問題点を改善する目的で， 2対のディス

クを前後に設けた中耕培土機(以下「開発機jとする。)

を試作し各磁の試験を行ったものである。第 I報

(Gotoh et al.， 2011a)では開発機の作用と構造およびチ

ゼルの併用と作業速度に関する試験結果を，第 2報

(Gotoh et aL 2011b)ではディスク形状に関する試験結

果を報告した。本報で、は耕深調節方法と培土量の調節方

法に関する試験結果を報告する O

II 耕深の謡館方法に龍する試験

1. 背景と隠的

既存の中耕機における耕深を調節する定規輸の取付け

方法としては，1)機体全体を支持する定規輸を中耕機の

前側に 2 個取付け，中~~H幾全体の高さを諦節する方式w、

下， I前輪jとする。)， 2) 中耕ユニットの前方または後

方に定規総を l個ずつ取イすけ，ユニットの高さを調節す

る方式(以下， I尾輪」とする。)がある。また，乗用型

の中耕機による作業においては，車輪が通過する条開と

通過しない条開で耕深が異なり 培土の精度に影響する

ことがある。そこで，定規輸の取付け位置および車輪通

過の有無と培土性能との関係を明らかにする目的で本試

験を行った。

2. 供試機

中耕培土機の右半分の後列に丸形ディスクを，左半分

の後列に花形ディスクを取付け(試験を効率的に行うた

め，第 2報で報告したディスク形状試験と問時に行った

ため)，土を作物側に寄せる培土仕様(第 1報のl翠1の

a)でディスクの回面により土を横移動させる形とした

トラクタ踊の開発機(第 l報の関 2，図 3)に，前輪また

は尾輸の定規翰を取付け，機関出力 18kWのハイクリア

ランストラクタ(第 1報の表2)に装着して試験に供し

た。図 1に定規輸による耕深の調節方法を示す。

3. ほ場条件と作物条件

耕深謂節方法に関する試験は，ロータ l}耕後に大豆を

平畝は種した秋田県潟上市の水稲跡 l年自転換畑(土

性:砂壌土から埴壌土)，埼玉県熊谷市の小麦跡、8年自転

換畑(土性:シルト質埴土)の 2簡所で， 2008年 6-8月

に行った。 4回 (1ほ場さきたり 2間作業を実施)の試験の

うち，湿潤(液性指数0，35以上の条件を湿潤と定義)な

土壌条件で作業したのは 2回であった。第 1報の表5に

ほ場条f牛を，同表6に作物条件を示す。

関 l 定規j論(前1命または尾翰)による耕i楽部節方法

Fig， 1 Adjusting method of cultivation depth using front 

or rear gage wheels 

表 1 現地基礎試験の親I:i架調節方法に関する作業条件

Table 1 W orking conditions on adjusting method of 

cultivation depth in basic field tests 

後列ディスク 設定作機1M)恒!

供斜;機 形状 作用 f乍函l チゼル定規総'jf{J室j支転迷!支
方向 }甘 (m/s) (rpm) 

トラク
花形

#f二t
凶 なし

前十命
1.2 2.100 

タm 。I:tJf( 1る紛

土壌の種類の表示方法，想性， i夜性限界，合水比，砕

土状態，円錐貫入抵抗，矩形板沈下景については，第 1

報N主主の 3，に記した方法で測定を行った。

4，試験方法

試験は，中耕培土の適期に各 2回実施した。試験豆は，

1)定規輪を機体全体を支持する前輪とし，中央の中将1:ユ

ニットのみ平行四辺形リンクにより上下動可能とし，

右のユニットの上下動を閤定した置(以下， I前輪区Jと

する。)， 2)定競輪を中耕ユニットを支持する尾輪とし

全ての中耕ユニットを王子行矧辺形リンクによりユニット

ごとに上下動可能とした毘(以下， I尾輪区Jとする。)

の2区とした。

1回目の作業では大豆の子葉舗が揺れる程箆の培土

を， 2回目の作業では初生葉節と第 l本葉節の閉までの

培土を目標に，定規輸の位震と後列ディスクのディスク

角を識節し 1 区当たり l 行程 (80~170m) x2反畿の作

を行った。 作業時には作業速度，進行低下率を測定す

るとともに，後列に花形ディスクを取付けた左側の畝に

ついて，作業後に敵、高さ，畝断面形;1犬，培:上成功率，大

豆の埋没率と倒伏率を測定した。表 lに作業条件を示

す。

作業速度，進行低下率，畝高さおよび畝断面形状は第

1報N章の 4，に記した方法で¥作業速度と進行低下率は

1~当たり 1 回 x2 反復，畝高さは 1 区当たり 10 箇所x2

反復，畝断面形状は l底当たり 3筒所x2反復協定した。

培土成功率は第 l報 (Gotohet al.， 2011a) V章の 4に
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表 2 前輪区とfit，翰区の測定位嵩別畝高さ

Table 2 Ridge height by measuring position in front gage wheels plots and rear gage wheels plots 

作業

前総区

iW，高さの平均綴しと)と
土壌

標準偏差(下，カッコ内) (Cm) 

尾卒島区

高Ar当さの平均値(上)と
測定位置比

襟準備室長(下， カッコ内)(Cm)
測定{立哉比

中央/家事奇跡司王害事跡 中央 中央/車輪跡 事輪跡 中央:

11.3"S 11.5"S 

1恒!日 i益 ilMJ
0.70) 0.58) 

17.7".0 17.611 

2悶g ゴドì~ìì均
0.45) (1.75) 

14.5"S 14.6"S 

会合よ
(1.58) (1.66) 

U I1.Sは危i決ネ 10%で12:<:llfJに有意差なし

表 3 前輪区と尾輪区との平均畝高さの関係

Table 3 A verage ridge height in front gage wheels plots 

and rear gage wheels plots 

作業 U:綴)
平均íiV'-r~:j さ(Cm)

II仙寺16:

1閲1:3 (ゴJ:ìlゐìl~]) 11.4' 
2恒I1ヨ(i!fi¥ ilMj) 17.6事

全 体 14.5"S 

U'は危険率5%で区liIJに有窓差あり

2) n.s はIf，J1096でI玄関に千子治:差なし

E己稀il三

11.3事

18.3・
14.8"'S 

i玄関の比

!ちも者/古紙命

0.99 
1.04 

1.01 

i jV~; 

図 2 畝高さの測定方法

Fig. 2 Ridge height measurement 

した方法で¥全ての作業場所について測定し大立の埋

没率と倒伏率は第 2報E寧の 4に記した方法で，全ての

作業場所について測定した。畝高さの溺定方j去を図 2に

示す。

5.試験結果と考察

本試験での作業速震は1.14~1.27 m/s，進行低下率は

1~13%であった。

(1) 畝高さの測定結果

表2に前総区と尾輪区の車輪跡条問および中央条悶か

らの畝高さの平均値と進行方向の標準編差を示す。両者

の畝高さ平均値に差はなく，車輪跡と中央の溝深さは同

程度であった。また，両者の畝高さの標準偏差にも大き

な差はなかった。

表3に前輪区と尾輪区との平均畝高さ(車輪跡畝高さ

と中央秒、高さの平均)の関係を示す。湿潤で、ない土壌条

件であった 1問自の作業では前輪区の，湿潤な土壌条件

の2回目の作業では尾輪区の畝高さがやや高い傾向が

1.02 
(0.94) 

0.21) 

1.01 
(1.07) 

11.1"'S 

0.25) 

18.4"5 

(2.20) 

14.8"S 

(1.73) 

l1.4"S 

0.17) 

18.2"'''' 
0.97) 

14.8".5 

0.57) 

1.04 
(0.94) 

0.99 
(0.86) 

1.02 
(0.90) 

表 4 前輪区と尾輪区との秒、[認さ標準偏差の関係

Table 4 Standard deviation of ridg巴heightin front gage 

wh巴elsplots and rear gage wheels plots 

作業(ごt渓)
畝沿iさ標準偏差(Cm) 区間のよヒ

I者i翰区 !毛幸吉区 I's翰/前輪

l阻!日(ゴI'i担ilM]) 1.64 1.21 0.77 
2回目CiJfi¥ ilM]) 1.60 2.09 1.29 

全体 1.62 1.65 1.03 

表 5 前輪区と尾輪区とのよ表土成功率の関係

Table 5 Optimal earthing up rate in front gage wheels 

plots and rear gag巴 wheelsplots 

作業(土壌)
i音土!お毛!バf"'(96) 

Î1ÍJ~命区

l 回日(非ìKi~iIMJ) 96.5' 
2 自白(ì!tl~ ilIU) 96.3" 

全体 96.4"S 

1)'は危険率 59oで|豆|別に有意主主あり
2) I1.S.は阿 10%でIRIlfJに有意差なし

1三輪区

83.0・
96.0" 

89.511S 

16:llJjの比

!る翰/jliJ翰

0.86 

l∞ 
0.93 

あったが，その差は小さかった。次に，表4に前輪区と

尾輪区との畝高さの標準備差の関係を示す。 1回目の作

業では前総区の， 2国自の作業では尾給区の標準偏差が

大きい傾向があったが， 1回目と 2由自の合計ではその

差はほとんどなかった。

(2) 培土性能の測定結果

表5に前輪区と尾輪区の培土成功率を示す。培土成功

率は， 1問自の作業では前輪註の方が高い傾向が見られ

たが， 2回目の作業では差がなかった。 l問自の作業時

に尾輪区の培土成功率が低い傾向があったのは，初めて

中耕培土を行う比較的乾燥した(液性指数-0，11とO.

13)ほ場であったため，左右の中耕ユニットが上下動す

る尾輪区で，ほ場の硬さのむらによって土の左右移動量

の変動が大きくなったことが要因と考えられる。

(3) 大豆の埋没と倒伏のi~IJ定結果

表6に前輪区と尾翰区の大立埋没率を，表?に両区の

大豆倒伏率を示す。作業後の大立埋没率は，両区とも

1%以下と小さく， j南区間で有意差はなかった。また，大
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表 6 前輪包と尾輪区との大豆埋没率の関係

Table 6 Buried soybean plants rate in front gage w旧日Is

plots and rear gage wheels plots 

大豆埋没率 (96) |玄関の比

尾事議E主 尾総/前幸吉

l凶日 0.6n.5 
0.2n 0.25 

2岡沼(湿 if書) 0.3n.5 0.On.5 0.00 

イ本 o.sn.s 0.ln.5 0.17 

1) n.s は危険率 1096でほ/llJ!こ有:7J:iをなし

表 7 前輪区と尾輪区との大豆倒伏率の関係

Tabl巴 7 Lodged soyb巴anplants rate in front gage 

wheels plots and rear gage wh巴elsplots 

作業(土嬢)
大豆倒伏率(9o) 区間の上ヒ

前総区 !議翰区 定翰/iIIj卒者

l問日 (ゴドi援il書) 1. 9n.s 0.8n 0.39 

2回目(湿 1陪) 1. 6n.5. 0.4川 0.23 

全体 1. 7n.5 0.6n 0.32 

1) n.S は危険率 10%で区I切に有意まをなし

表 8 ディスク調節試験のほ場条件

Table 8 Field conditions in disk adjustment t巴sts

試験

場所

作業方向×
作ゴニの物理性

平均内sjli貫入抵抗，.(kPa) 矩形絞土壌統辞 二i二性: {ま場j夜1f} IIIM7:f1匂距商It 含水比 i夜↑生
指数

土塊筏 沈 FIJr5J

(m) (96) 
(cm) 作業深3' 緋主主深41 (cm) 

埼玉県 知!粒質グライ化 ロータリ耕後の
坊主義土 90x53 

鴻巣1'11 灰色{民地ゴ二 裸地普通知i
26.2 -0.52 1.2 690 1.2 120 

1)悶際土E護学会法による分類， 2) J頁角 30.・政関税2cm2の円主主で測定.3)ディスクが作用する深さ 0-10αnの王子均値， 4)耕盤付

近の深さ 20-25cmの王子均依， 5) 5x lOcmの矩形被に垂直荷重 500Nを加えた時の沈下景

立倒伏率は前輪院でl.7%，尾輪i玄で 0.6%であり，同様

に有意差はなかった。

(4) 総括

試験の結果，部区間で畝高さに大きな差はなく，トレー

ドオフの関係にある培土成功率と大立の埋没率や倒伏率

を見ても両区に優劣を付けるのは難しいと判断された。

そのため， トラクタ用の市販機では，ロータ 1)式中耕機

で実績のある，機体全体を支持する 2倒の前輸を定規翰

とし，左右中耕ユニットの上下動を閤定し中央ユニッ

トを上下動可能とした。また，乗用管理機毘の市線機で

は，より小笹の定規輪ですみ機体の全長を短くできるこ

とから，各中耕ユニットの前方に同ユニットを支持する

定規輸を取付け，全ての中耕ユニットを上下動可能とす

る構造とした。

III 培土農の調節方法に関する試験

1. 背景と目的

関3に開発機のディスク配列平面図，ディスク角と

ディスク取付け開揺を示す。開発機では，適切

を確保するために，作業条件に応じて前・後列のディス

ク角や後列ディスクの取付け間隔を調節する必要があ

る。そこで，作業速度や条間に応じた適切なディスク角

およびディスクの取付け間隔の調節方法を明らかにする

目的で、本試験を行った。

2.供試磯

田笛で土を移動させる形で花形ディスクを後列に戟付

け，作物{別に土を寄せる培土仕様(第 l報の関1)とした

トラクタ用と乗用管理機用の開発機(第 1報の図 2，国

3)を供試し機関出力 18kWのハイクリアランストラ

クタと機関出力 12kWの乗用管理機(第 l報の表 2)に

前列ディスク 後)01]ディスク

中占井
ユニット

取付け間協

~3 開発機のディスク配列平間図，ディスク角とデイ

スク取付け問陥

Fig‘3 Plane figure of disk arrangement of developed 

machine. disk angle of rear disks and distance 

between rear disks 

それぞれ装着して試験した。

3. ほ場条件と作物条件

(1) ディスク諦節試験のほ場条件

埼玉県鴻巣市にある農業・食品産業技術総合研究機構

生物系特定産業技術研究支援センター(以下 f生研セン

タ-Jとする。)附属農場のロータリ耕後の裸地普通畑(土

性:埴壌土)において， 2008年 11月にディスク調節試験

を行った。土壌は乾燥した状態(液性指数-0.52)であっ

た。表8にほ場条件を示す。

(2) 現地基礎試験のほ場条件と作物条件

ロータリ耕後に大立を播種(新潟県のほ場では畝高さ

約lOcmの畝立播種，他は平歓播種)した秋田県潟上市

の水稲跡 1年自転換畑(土性:砂壌土から埴壌土).新潟

県長岡市の大立跡5年自転換畑(土性.軽埴土)，埼玉県

熊谷市の小麦跡 8年自転換焔(士性:シルト質埴土)の
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表 9 ディスク調節試験の作業条件

Table 9 Working conditions in disk adjustment t己sts

liiiJU 後列ディスク
条悶

設定作業速度 設定機関
{共試機 ディスク 作用関 llx付け ディスク角 チゼル

(cm) 
日員3比o一正三~1…l皇 回転i生皮

角(つ 形状 {乍}日方向
間隔Ccm) (づ

種類
(m/s) (rpm) 

トラク 20' 
低迷 0.8 1.900 

花形 土告土仕様 1111 40~46 5~27.5 なし 60. 70. 85 ヰドJili 1.2 2.100 
タ月3 25' 

iお迷 1.6 2.300 

常用管 22" 
低速 0.8 2.100 

:j EJr~ よなこと仕様 [!I] 42~49 12.5~35 なし 60， 70， 75， 85 中迷 1.2 2.200 
王型機片i 27乙

高速 1.6 2，300 

1)条向 60，70cm fIな 2)条問 85cmfI寺.3)条IlJ]60， 70. 75 cm U奇

図 4 ディスク角とディスク取付け向隔の調節部位

Fig. 4 Parts of adjustment of disk angle and distance 

betw巴巴nrear disks 

3 筒所において， 2008 年 6~8 丹に試験を行った。 8 回(l

ほ場当たり 2田作業を実施埼玉県のほ場では 2機種供

試)の試験のうち，湿潤(液性指数0.35.tJ、上の条件を湿

潤と定義)な土壌条件で作業したのは 3密であった。第一

1報の表5にほ場条件を，同表6に作物条件を示す。

土壌の韓類の表示方法，塑性.i夜性限界，合水比，砕

土状態，円錘貫入抵抗，矩形板沈下量については，第 l

報N主主の 3に記した方法で、測定を行った。

4. 試験方法

図4にディスク角とディスク取付け間隔の調節方法を

示す。開発機では，前列ディスクのディスク角を長穴内

のボルト締め位震の変更により 15~25 0 (トラクタ毘)

または 15~30 0 (乗用管理機用)の範簡で変えることが

できる。また，後列ディスクのディスク角を， ピンを挿

入する穴の位置を変えることにより， トラクタ用では

5~35 0 ，乗用管理機用では 7.5~37.5 。の範聞で 7.5。間

隔で変更できる O さらに，稜列ディスクのディスク取付

け賠隔については，ディスクを車付ける魚パイプを横方

向にスライドさせて変更できる O

(1) ディスク調部試験の方法

畝高さが1O~15cm 程度となるように，定規輪で耕深

を謂節し， 1 区当たり約 5~20m(作業速度により異なる)

作業して，培土状態を観察するとともに，作業速度と畝

断語形状を測定した。試，験では，条関を 3~4 段階，後列

ディスクの取付け間隔を 2~5 段階，作業速度を 3 段階

に変え，それぞれの条件で培土の精度を観察しながら

表 10 現地基礎試験のディスク言~rífj に隠する作業条件

Table 10 W orking conditions on disk adjustment in 

basic field tests 

後列ディスク f'F粂速度
機関節転速度

チゼル
(rpm) 

7f~才人
作1日

作用額 ヨ再FζL{ YE 
設定値トラク乗用1'ii:

mr~ 

ブfj'lrij (m/s) タ芹j

培ゴ:
低速 0.8 1.900 

仕様
1111 なし 91Jili 1.2 2.100 

7よ5迷 1.6 2，300 

i-ー問証一瓦函王二三云互主3

f 「「下片斗斗 iiつ
いバ〆，----r-，¥下、ふ|

司 40 -30 -20 -10 10 20 30 40 

鉄中心からの綴方向距離 (cm)

玉虫機用

2.100 
2.200 
2，300 

図 5 j努土過剰，適正培土および培ニヒ不足の畝断面例

Fig. 5 Cross-sectional view of ridge showing excessive， 

optimal and insuffici巴ntearthing up 

ディスク角を前列ディスク 2 段階，後列ディスク 3~6

段階に変更した。表 9(こ作業条件を示す。

(2) 現地基礎試験の方法

試験は，作業速度を 3設時に設定し，それぞれの区で

調整運転を行い，後方ディスクの取付け関商とディスク

角を適正な培土が行われる値に合わせて行った。畝高さ

は， 1 回目の作業では1O~15cm 殺境， 2問自の作業で

は 15~20cm 程度を自擦に定規輪で耕深を調節して設

した。表 10に作業条件を示す。

(3) 培土精度の判定方法

畝断面形状は，第 l報N主主の 4.1こ記した方法で測定し

た。図 5に過剰培土，適正培土および培土不足の畝断面

例を示す。畝の中心が三角形状に高くなった場合は培土

量が多すぎる状態であり，畝の中心が窪んで断面が M

状になった場合は培土不足の状態である。畝の中心が

なだらかな弧を描くような形状となった場合が適正な培

土が行われた状態で，このような時には，作物位遣が歓

の中心から多少左右にずれても培土の精度が余り低下し
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罰 6 ディスク調節試験における後列ディスクの取付け

間隔，ディスク角と培土性能との関係

Fig. 6 Relationship among distance between rear disks， 

disk angl巴 ofrear disks and earthing up perform-

ance in disk adjustment tests 

ない。試験では，観察により上記の 3段階に「やや過剰

培土jと「やや培土不足jを加えた 5段階で培土の精度

を判定した。

5.試験結果と考察

ディスク調鮪試験における作業速度は，乗用管理機用

ではほぼ目標どおりであったが， トラクタ用では自標値

より 1~2 部低かった。

図6に，ディスク調節試験における後列ディスクの取

付け間隔とディスク角を変更した場合の培土精度の判定

結果を，機種および作業速度別に示す。また，国 7にディ

スク調節試験および現地基礎試験における作業速度と適

正培土時の設列ディスクのディスク角との関係を示す。

試験の結果，開発機の適応、作物条間 (60~85cm) の範囲

では，前列ディスクで横移動する土が作物の株元まで届

く量は少なく，培土精度に最も影響するのは，作物に近

い位置を通過する後列ディスクのディスク角であること

がわかった。
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間 7 適正培土H守の作業速度と後列ディスク角との関係

Fig. 7 Relationship between travel speed and angle of 

rear disks during optimal earthing up 

(l) 前列ディスクのディスク角の試験結果

ディスク調節試験の結果，条開 85cmの時には，前列

ディスクのディスク角が25' (トラクタ用)または 27。

(乗用管理機用)では問題なかったが.20' (トラクタ用)

または 22' (乗用管理機用)では土の横移動距離が足り

ず，畝の斜臨に小さな山ができた。この結果から，条悶

が広い場合には，前列ディスクのディスク角を大きくす

る必要があることが明らかになった。

(2) 後列ディスクの殺付け間隔の試験結果

後列ディスクの取付け間隔は，ディスクから作物まで

の横方向の距離の 2倍の値であり，この間隔が狭すぎる

と過剰培土に，広すぎると培土不足になりやすい。ディ

スク調節試験の結果，適切な取付け間隔は 40~45cm 程

度であった(国 6)。

(3) 後列ディスクのディスク角の試験結果

作業速度が向じ場合には，後列ディスクのディスク角

を大きくするほど，ディスク角がi可じ場合には，作業速

度を高くするほど土の横移動距離が大きくなり，

が増大した。適正な後列ディスクのディスク角は，作業

速度が高くなるにつれて減少し平均的には，作業速度

が 0.5m/s程度高まるに従いディスク角を 7.5。小さく

すると良い結果が得られた(図 7)0
機種別に結果を見ると，低速区と中速区において， ト

ラクタ用では後列ディスクの取付け縄問や土壌条件が異
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なっても適正なディスク角は間程度であったが，乗用管

理機用では，後列ディスクの取付け間隔が小さくなると

適正なディスク角が小さくなる傾向があった(図 6)。ま

た，乗用管理機用の適正なディスク角の平均的な値は，

トラクタ用よりも大きな傾向があった(図 6.図7)0こ

れらは，乗用管理機用の後列ディスク外筏がトラクタ用

よりも約 5cm小さいことによる土壌の放てき性能の差

が原閏と思われる。なお，乗用管理機用の市販機では，

トラクタ用と同じ外径の後方デ、イスクが使われている O

(4) 総括

試験の結果，作物条閉が広くなるにつれ前列ディスク

のディスク角を大きくすることが望ましいこと，作物条

開によらず後列ディスクの取付け間鴨を 40~45cm に

保つ必要があること，作業速度が高まるに従い後列ディ

スクのディスク角を小さくする必要があることが分かっ

た。これらの留意点については，市販機の取扱説明書や

PR用パンフレットに記載した。

IV 描要

開発したディスク式中耕培土機を供試し耕深調節用

定競輪の取付け位置に関する試験および前・後列ディス

クのディスク角と後列ディスクの取付け間隔に関する試

験を行い，以下の結巣を得た。

1)機体全体を支持する 2倒の定士見事命を前方に取付けた

場合と中耕ユニットの後方に定規輸をユニット当た

り各 I偲(計31問)取付けた場合で，畝高さの平均値

と進行方向の標準偏差，培土成功率および大豆の埋

没率と倒伏率に大きな差はなかった。

2)適正な培土性能を確保するには，作物条関が広い場

合には前列ディスクのディスク角を大きくすること，

作物条開によらず後列ディスクの取付け間隔を

40~45cm に保つ必要があることが明らかとなった。

3)適正な培土性能を確保するには，さらに，作業速度が

0.5m/s程度高まるに従い後舛ディスクのディスク角

を7.5"小さくする必要があることがわかった。
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