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技術論文 農業機械学 会誌 74(2) 123-130， 2012 

ディスク式中耕培土機の作業性能と大豆栽培への影響 (第l報)ド

一一作業能率 所要動力と燃料消費量のロータリ式中耕機との比較一一

後藤隆志*It・手島 司叫・藤井幸人叫・長j畢教夫判・大西正洋*1

遠藤 準*2 越智健市川・鋤柄忠良川

要 = 日

わが国においてrl引培土作業に広く利用されているロータリ 式1:1:1刺機の問題点として湿潤土築時に

こ|を練ること，作業速度が遅いことがある。これらの問題を改普するため。前後に設けた 2対のディスク

が作物条聞を通過する|努に土壌の抵抗で、回転し.二|ょを横に反転移動させることにより中耕培土を行うディ

スク式中耕培ゴ一機(開発機)を開発した。作業能率 所要動力および燃料消費量に関するロータリ式ヰ1~91 

機(対照機)との比較試験を行い句 (1)作業速度を開発機で 1.2m/s，対!問機で O.65m/sに設定して試験し

た結果，開発機のほ場作業量は 72-95a/hであり，対照機の 1.7-1.9j音であること， (2)常II'J作業速度 (開

発機が 1.0-1.6m/s守対照機が 0.5-0.8m/s)同士で、比較すると，対照機に比べ開発機は機関所要動力が概

ね同程度，機関所要エネルギと燃料消費量が概ね 1/2程度であることなどが明らかになった。

[キーワ ドJ'1:1 111: . i'~: :I~，ディスク!ロータ') .大豆 i!fl!iIMI土様。作業速度能率 所要動力。燃料j円安(iil:

Performance and Effects on Soybean Cultivation of Disk Cultivator-Ridger (Part 1)ホ

一一Comparisonof W ork Efficiency， Pow巴rRequirements and Fuel Consumption 

with Rotary Cultivators一一

Takashi GOTOH向け，Tsukasa TESHIMA *1. Yukito FU]II叫，Norio NAGASA W A叫，Masahiro OHNISHI市

Jun ENDOW'， Ken-ichi OCHI"". Tadayoshi SUKIGARA判

Abstract 

The problems of rotary cultivators that are widely used in J apan for inter-row cultivating and巴arthing

up are soil kneading under wet soil conditions and low travel speed. To improve these problems， we have 

developed disk cultivator-ridgers. With these machin巴s，inter-row soil is turned over lat巴rallyby the 

revolution of the disks and consequently inter-row cultivating and earthing Up are performed. The work 

rate， power requirements and fllel consumption of disk cultivator-ridgers were investigated in comparison 

with those of rotary cultivators. The following reslllts were obtained. (1) At a fixed travel speed of 1.2 

m/s for th巴diskcultivator-ridgers and 0.65 m/s for the rotary cultivators， the effective field capacity of the 

disk cultivator-ridgers was 72-95 a/h. 1.7-1.9 times that of the rotary cultivators. (2) A comparison of 
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commonly used travel speeds， 1.0-1.6 m/s for the disk cultivator-ridger and 0.5-D.8 m/s for the rotary 

cultivator， revealed that although the power requirements of the disk cultivator-ridgers were almost the 

same as those of th巴rotarycultivators， the energy requir巴mentsand the fuel consumption of the disk 

cultivator-ridgers were almost half those of the rotary cultivators. 

[K巴ywordsJinter-t戸owclIltivaLing. earthing up. disk. rotary. soybean. high moisture soil. travel speed. work rate. power 
requirement. fuel consumption 

I 緒 E

仁1"~:jl::t青土は，除草 ， 二I-.t.表通気性の確保.倒伏防止等の

目的で広く行われており(有原， 1999)，通常，高さ 5cm

以上の培土を行うため.作物付近の雑草を埋没させるこ

とにより，条問だけでなく株問の除草効果も高い。

1:1コ拐|の作業方法には，1)けん引される固定づめ(チゼ

ル)で除草Lを行う「チゼル式中制機 (カlレチベータ)Jを

利mする方法と.2)駆動されて阿転するロータリづめで

除草する「ロータリ式中刺機 (ロータリカルチベータ)J
を利}-FJする方法がある。前者は北海道の1-1lIイ守地帯を中心、

に f走者は全1:fI的にjよく使われている。培土の方法とし

ては。図 1の a)に示すように中耕機の後ブJに培土仮を

取付けるのが一般的であるが。近年では，図 lの b)に

示すようにロータリ式1_1"耕機のつめを逆転させて土を飛

ばす方式も利用されている。

1-1"羽|泊二lーを行う代表的な作物である大豆では P 梅間期

に rl-'~JI吟一土を行う地域が多く ロータリ 式I=I"'*JI機による

1' 1-' 刺 :t~;!l: 二L f'1 業においては.湿潤こ|ょ廃条例下でロータリづ

めにより士を練り付けたり(国分ら 1969:佐藤ら， 1970) 

椛土似により土を圧縮したりしてゴ:嬢物理性を疋;化させ

るとともに。株元への土の移動が困難となり桁ニ!この精度

が低下する問題があった。そのため， 二L1表水分が高い状

態が長く続くとその問は作業できず 作業適期を逃して

しまうことがあった(倉旧ら 1985)。また農林水産省

日)正転ロータ リと格:U荻 b) :i引忌ローグリ
J)own-clIL roLarv culti、川ing Up-cul rolary ClIlli¥'aling 
lI'ilh riclging boarcl 

I ~ I 1 ロータリ 5¥1'1"111機による温uJ日.lj{における rj"耕i計二1-
作業

Fig. 1 Rotary cultiva10r carrying OUL inter-row cultivating-

ridging und巴rweL soil conditions 

の最近の調査 (未公表)によると.わが国の大豆栽培面

積の 70%以 kが生産組織により管理されており. 15ha 

以上の作付けが半数近くを占めている。このような大規

模化を背景に 中耕士宮土作業においても高能率化が要望

されているが， ロータリ式"1-'耕機の作業速度は.耕一うん

ピッチが大きくなると除草効果が低下する(仁|ゴ， 1981) 

ことから， 0.5~0.8 m/s程度と遅く，能率が低い問題が

あった。

これらの問題点の改蓄ーを凶的に， 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

し本報に先立ち，開発機の概要と基礎試験について 3

報にわたり報告した (後藤ら， 2012a:後藤ら， 2012b 

後藤ら， 2012c)。本研究は.開発機とロータリ式中耕機

との比較試験を行ったものであり.本*1*ではf'I業能率，
所要動力と燃料消費量に関する試験結果を。fJr":;2報では

走行性能への影響.砕:ゴl今-:1悩性1主-能および

験結巣を守第 3宇佐では雑1:"埋没性能および雑草防除性能

に関する試験結果を.第 4*Rで、は土壌物理性および大豆

の品質-収量に関する試験結果を報告する。

開発機は， 2009年にiIi版化されて普及が進んでお り。

大豆を中心に中耕培土作業の高精度化.高能率化に貢献

している。

II 開発機の概要

|支12 に開発機のディスク配列とほ場断聞を， 1~13 にト

ラクタm開発機の. 1~1 4 にー来 )'FJ 管理機用開発機のrn訂図

と側面図を 表 1に開発機の主な仕様を示す。|井!発機で

は.わが匡iの大豆において一般的な 60~85cm 程度の作

物粂!日jに対応するために 2対のディスクを前後に設け

これらのディスクがヂ「物粂問を通過する|努に二|擦の抵抗

で回転し守 まず前列ディスクで軽く塙土した後に，後列

ディスクで株元まで土をj又転移動させることによりヰ， ~~I 

培土を行う構造とした(区12の a)。培土量を調節するた

め。前安Ijディスクと後列ディスクのディスク角(図 3)を

位|別に調節できるようにした。また.作物条間の違いに

対応するため中耕ユニット取付け間隔 (図 3)とともに

後列ディスクのディスク取付け間隔(閃 3) も調節司能

な構造とした。さらに 作物が小さい11寺のi古:l-.による作

物の製没を避けるため.後手IJディスクを逆方向に取付け

後列ディスクで条問中央側へ土を戻すこともできる構造

とした(区12の b)。

開発機は 前列に切欠きのない丸形ディスクを 後予Ij

に丸JI~に比べ混it!tl 土嬢時の砕土性能が良好な(後藤ら、
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2012b)切欠き付きの花形ディスク (2007年以前の試験

では丸形ディスク )を取付けている。 また。土が硬い時

に作)日させるチゼル (後列ディスクが通過する位置に合

わせて 2本殻置)と前列ディスクの残彬|を処理する残耕

モ一一一一 進行方[Il]

姿 勢 調 節 /ぺ
ハンドノレ

iiij911ディスク / I 1&;911ディスク

中跡ユ
ニット

役jJI処J'I!子] チゼノレCi邑'ii¥u Li古lきに11:<付!"j)

121 4 釆JIJ管理機月jディスク式rl"1:jj::t'2i:1機の平而|吏|と1WJ而|

同

Fig 4 Plan巴 figur巴呂ndside view of disk cultivator~ridgcr 

for high~clcarance crop~lending v巴hicl巴

処理刃(前列ディスクが通過する位置に令わせて l本設

置)を‘ 1lIi列ディスクと後列ディスクの聞に有している o

III 作業能率試験

1. 背景と目的

開発機は 1.0m/s 以!この作業速度でも砕土廿一能や培二I~

性能が低下せず.高速作業による作業能率の向上が期待

できた(後藤ら. 2012a)。そこで守対照機に比べどの程

度作業能率が向上するかを I~~ らかにする同的で木試験を

行った。

2. 供試機

土を作物叙IJに寄せる塙土仕様 ([三[2の a)としたトラ

クタ用と釆)'[:J管理機用の開発機 (図 3. [支[4). ロータリ

を逆転させた対!問機およびロータリを正転させ培二[:板を

取付けた対照機を供試し機関山力 18kWのハイクリア

ランストラクタと機関出力 12kWの乗用管理機に装着

して試験した。対照機の五な仕様を表2に。供試車両の

主な仕様を表3に示す。

3. ほ場条件と作物条件

試験ほ場には 仁[:J~計培こ1-.を行う主要な作物である大豆

栽培ほ場を選定し.ロータリ ~ql 後に平畝播種した(枕地

には播磁していない)埼玉県熊谷市の小麦跡 7年向転換
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表 l ディスク式中耕土iI二上機の主な仕様

Table 1 Main specifications of disk cultivator-ridgers 

=..lt. 
rl!l フじ トラクタ用 乗用管理!!機用

全長×全 幅 × 会 高 (cm)

機 1* 質 iを (kg)

作業部の数
適応作物条 l尚 (Cm)

デイスク枚数
デイスク形状と枚 数
ディスク直径と!日|み深 (mm)

チゼル本数

130(151) x 200(2∞)x 111(125)1) 
234(252) 11 

111(19) x 200(200) x 109(122)1) 
200(215) ]) 

3 3 
60-85 65-85 

4枚 x3連 4枚 x3連

前列丸形 2x 3述後列花形2x 3連

348. 28 
前列丸JI三2x 3述後初J• iU:;2 x 3:iA 

300. 20 
2x 3述 2 x 3述

15-25 C:llIT:段階) 15-30 CiHr:段階)Bii 'l'Jディスク f[J (' ) 

後 )'IJ ディスク f1J C ) 512.5. 20. 27.5. 35 (5段階) 75. 15. 22.5. 30. 37.5 (51'x:1精)

3商 Iι 問
原準 3Pヒッチイサき 22-37kWトラクタ
同 15-21kWハイクリアランストラクタ

2Pヒッチ付き 12-16kW来汁l管理機

l) ( )仰はスタンドを付けた時の1J本fi

表 2 ロータリ式中和l機(対照機)のまな仕紙

Table 2 Main specifications of rotary cultivators 

(used for comparison) 

右k 1買 トラクタ川 来fIj'i;，理機)i'J

t~~! J't コノfシCR300 ヰセキ CR3-L

f'I' JIJ i刊;の 数 3述 3 il主
襟 4!:; 初1q厄(Cm) 34/ :illi 30/illi 
1幾件、質主; (kg) 3∞ 199 
j也1，1.、 11'. i>lIj (k W) 18-26 12-15 
人力車IIJ/つめ納減速比 o 335 o 329 
適応条 liil (C111) 60-80 65ι90 

:)1手 状 なたづめ なたづめ

つ 1
''
1 llfr、 1i IIlJ JE転 逆 転 .iIJi 逆転、

本 数 16/連 12/述
め 切i'jl)1

''
1数/IITI転 2 2 

!日11¥去三1::fJ(mm) 225 180 

畑(土性シルト質埴土)，秋田県潟上市の水稲跡 l年同

転換畑 (土性砂壌土から埴壌土)において 2007年と

2008年の 7-8月に試験した。4/TI/の試験のうち.湿潤

(it主性指数 0.35以上の条件を湿潤と定義)な土壌水分で

作業したのは l回であった。埼玉県における試験の大豆

条聞は 70cm. 草高は 1回目が 26cm. 2回目が 57cm.

草幅は l回目が 28cm. 2同日が 54c111. 秋田県における

試験の大豆条間は 73cm. J.'iI高は l回目が 19cm. 2回目

が 37c111. 草 ~Jlïî は 1 /百!日が 20cm，2 @/目が 42cmであっ

た。表4にほ場条件を示す。

(1)土壌の種類、，土11.塑性・液性限界 含水比の表

示・測定方法

fjb試ほ場の土壌統群については， r農耕地主壌分類(第

3次案)J (農耕地土壌分類委員会.1995)に従って表示し

た。土粒子の粧径組成の測定は‘表層約lOcmの土を数

箇所から採取して混合し JISA1204に従って行い，国

|努止嬢学会法の土性で、示 した。塑性限界および'ilU性限界

の測定は。同様に採取した士(未風乾二/Jを混千干し前

者については}ISA1205に従い，後者についてはフォー

ルコーン式測定器 (大起理化工業(株)DIK-5700) でそれ

ぞれ行った。合水比は. [f，J株に採取した作二iーを 1WC-24

時間法で、乾燥して測定した。

(2) 砕土状態の測定方法

Ti'f;土状態は，表層約lOC111の土を 3箇所から採取した

後. 日聞き1. 2. 3. 4. 5cmの飾でs1i1い分けして節目ごと
の二L塊質量を計測し平均二仁塊径で、表した。

(3) 円錘貫入抵抗 知形板沈下量の測定方法

円錘貫入抵抗は町]頁角 30・.底而積 2cm2の円錐を取

付けた頁入式土壌硬度言1- (大起理化工業(株)DIK-5520) 

で l区当たり 5箇所 x2 反復測定して求めた。 矩7/~板沈

下量は. SR-2型二l壌抵抗測定器(大起型化コー業(株)DIK

5500) に大型書I.i形板 (5x lOcm) を収付け。 500Nの垂

直荷主を加えたH寺の沈下量を l区当たり 5箇所 x2反復

測定して求めた。

4. 試験方法

l回目の作業では大豆の子葉節が隠れる程度の培土

を. 21百|自の作業では初生葉節と第 l本葉節の間までの

培止を1=1標に。定規輸の位置と後)iiJディスクのディスク

角を調節し供試ほ場全体(枕地を除く)を連続作業し

て作業速度 作業時間をiJ!1J定した。開発機では.高速作

業を行っても砕士性能や塙土性能が低下せず. 1.0-1.6 

m/s程度が常用作業速度であることが明らかになった

(後藤ら. 20l2a)ため.設定作業速度をその中央値付近

の1.2m/sとした。また。対照機では耕うんピッチが大

きくなると除草効果が低下する(1札 1981)ため 常用

作業速度が 0.5~0.8m/s 程度であることから，設定作業

速度をその中央値の 0.65m/sとした。条聞は。埼玉県で

の試験では 70cmに。秋田県での試験では 73cmに設定

した。表 5に開発機の.表6に対HH機の作業条件を示す。

(1)作業速度の測定方法

作業速度は ほ場両端に 20m間隔でポールを 立て。

その聞を通過する時間をストップウォ yチで測定して算

出した。

(2) ほ場作業量，有効作業効率の算出方法

ほ場作業量は(1)式により守有効作業効率は(2)式により
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表 3 供試トラクタと111:試乗用管理機の主 なイ1様

crop t巴ndingvehicl巴

Table 3 Main specific呂tionsof tested tractor and high-clearance 

f][( :tJ;i トラクタ 来Jfl管型機

型 式 クボタ KT24-HT ヰセキ ]KAI7-DHP5W

~I' !lワ操舵 -:h・式 4 .~Il llH車両t¥¥'，舵 H弘前後 .4輪tii，舵

車111 距 (cm) 145 135 

車而 ~g (Cm) 前.i圭120-145 前後 147

最 1且 地 市 (cm) 51 70 

機 イ本 質 量 (kg) 1.110 767 
フ ロ ン 卜 ウ ェ イ ト (kg) 20 x 3 f凶 20 x 4 fllil 

タ イ ヤ 前 6-14'i長9.5-22 ijij 後 3.00-28

機 IJJJ1呼称出))(kW Irpm) 18/2.600 12/2.500 
機関 総 排 気量 (m[) 1.463 1. 006 

ivl 進 述 度 (km/h) 0 .46~14.3 10~12.5 

後 i隼 ，主 住 (km/h) 0 .41~11 9 1. 5~11 7 

PTOI回転速度 {正転} (rpm) 554.802. 1182 595.825 

作品 佐 機 繋 着 実 i世 3点リンク U; 2点リンク

氷 主p: îl~l 御 あり あり

表 4 作業能率試験のほ場条件

Table 4 Field conditions in work rate tests 

fl斗の物芝1'.性

試験 試験 平 均円錐l!l入抵抗日 空liJI;板
今7kよと (夜性

1時期 月IJ 土:tJ訂正 (kPa) 沈|、 iilt81
(%) 指数

(cm) 作業深6)料放派7】 (cm) 

Irn11'17/25 26.6 0.08 0.9 190 1.760 2.0 

21[111:1 817 23.9 -0.05 10 420 1. 840 2.2 

秋川県 砂壊j~ 水稲湖、 1if日 l阿 1=1 713 37.4 -0.12 1.1 280 2.450 4.0 
2) + .. ~n.1'.-;_L 08 /Jv:II~.~;~ ， :nr~!; 1_1 198 X 18 トラクタ用 ー

i~U.lli 梢mこi二 ilil呉川/''' 2 1叶1'1 7/16 52 . 3 0 . 39 1. 0 190 1. 760 14. 1 

1) *111校賞灰色化低地水凹土 2)粗粒質還元型グライ低地ニ1-"3) 1司|努 u裳学会法による分類 4) ロータリ耕後. 5) Ti'[frJ刻。ー底而積 2cm2

の1'1錐で測定 6)ディスクが作用する深さ 0-lOcm(l四 日)または条問中央の深さ 0-5cm(21IT1 同)の平均値 7) 耕撚付近の深さ 20~25

cm (11nl日)または条問中央の深さ1O-15cm(21IT1日)の平均1i!c8) 5 x 10 cmの矩形板に琵凶術m500Nを加えた11寺の沈下歪. 2厄!日作業

l時は|弘斜前|の他

古式 作業プ'JI白]
試験 t.n 工j~t1: 3) 自負 l;tJ]:jJi重町、 ×煽プ1向 供古式j幾
場所 司:え ，qc. 

1伴 皮 ~1~ )Jj1l (m) 

埼3::U;t
1) 

シルト質 07 小麦跡 7{ド 1'182 x 52 来月l省主11機灯j
熊谷ilj ii(lこ1一 転換畑ο トラクタ m

表 5 作業能耳、試験における開発機の作業条件

Table 5 Working conditions of developed machine in 

work rate tests 

試 5貴 度 07 08 

試 1幾 トラクタRJ釆JIj管rJl!liltJlJ トラクタ )11

設定機関 1l!1n在、迷皮 (rpm) 2.100 2.200 2，100 

設定作業迷皮 (m!s) 1.2 1.2 12 
到民又し ，ノ.t二F 分立ミ !日l (Cm) 70 70 73 

後列ディスクの形状 :;!Llf; メLlf; 花形

同ディスクの作JIj方 I('J 培上行機 :t'if:1二仕様 fi〕ょlイーl:tiJ'i

1"1デ ィ ス ク の 作用 iiii I!'.I l目 I ~ I 

チ ゼ Jレ なし なし なし

-

piw 

一+
A
一ら

む

一
e

一+
氏
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表 6 作業能率試験における対照機のイノl'業条例

Table 6 Working conditions of comparison machin巴 m

work rate t巴sts

w主 lIeJ 期 1 1"1 f'I 21l!113 

供 試 機 トラクタllJ耳UIl 1~'fJj!jJHjl トラクタ JTl

l没Jil幾I弘JrnIn!i;j主!支 (rpm) 2.600 2.500 2.600 
設 定作業速度 (m/s) 0.65 0.65 0.65 
~又L ，ノi二. 

久ノ'" |間 (Cm) 70 70 73 
つめ回転プ') !flJ ;'i! ~i 逆転 逆転正!lh、

12定つめ同!I記述度 (rpm) 186 196 186 
設定刻lうんピ yチ{cm} 10.5 10.0 10.5 
会出 土 級 なし なし なしあり

(1) 

Cρ A -
- tA 

ここで. C ほ場作業量 (a/h)

Cc :有効作業量 (a/h)

Ee :有効作業効率 (%)

A :作業而積 (a)

ん rl-' i91:j:音ゴ二時1M](h) 

(3) 

(2) 
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表 7 作業能率試験の結果

Table 7 Results of work rate t巴sts

t奇2正以熊谷jb J;，r玉県熊谷il')

l[m日 2[m ~[ 

釆nJ色型機JTJ トラクタ 111

秋山県i月上 Ib

1 [111目

トラクタj日

秋[11県潟上ili

2[日|日

トラクタm

試 験 場所

試 験 i時 期

航献 機

観 ~!，[ j) 開発機 D 対!!引it:R 開発機 D-D 対!1.引役 R-R mB~jJiJ: D 対問機 R 開発機 D-D 対!lr，i，機 R-Rm

1') 集 長 さ (m)

竹菜市j和 (a)

72 

18 
72 
18 

72 
18 

72 

18 
198 
18 

198 
18 

198 198 
18 18 

作業速 度 (m/s) 1. 39 0 .62 1.19 0.60 1. 30 0 .64 0.97 0.5'1 
ほj卦1'1'業i走(a/h) 79 41 72 41 95 50 73 42 
有効{1柴長 (a/h) 105 47 90 45 105 52 79 44 
省効l1"，t効率(%) 75 88 80 91 90 95 92 96 

1) 0 開発機で作業 R 逆転ロータリ f:[枚対照機で作業 D-D. D rx湖、をIl日発機で作業 R-Rm 
トー板 tl : ln~の対 11日機で作業

RI8:跡を正転ロータリ+有'!(

表 8 所要動力-燃料消費量試験のほ場条件

Table 8 Fi巴ldconditions in power requirem巴ntand fu巴1consumption tests 

ゴJJi; (1 作業プJIi'j
れ:卜の物型jIセl

試験 統的巳 jjJj × 

J1hf9i' と !日[旦 11.瓜ブilii] ff水jヒ {夜↑fし |問中日中 水分号、 2ト15L半 i!n~ il~ll ~I品、 1ft ード 均X 

(%) (%) (%) (g/cm:1) j塊J.:t

ITJ鍬貫入

抵}j'(Jl

知JI';f五 内部
A】 Wi治プJ

沈ドiZJ 摩擦!iJ
ニ1:.ドl 1ti~ 批判['(111) (%) 指数

l~:rÍ 士巨 L~~
一、 1) 2) 113 x 52 80 0.58 20 46 

鴻巣il'i

1)1民地造成二1:.U);~ボクイ混入ニiーを終止) 。淡士 ( 1'RII:;i~止tjiY，/ 会法 )
のI'Jmで測定上からデ ィスクが作川する深さ 0-10αnのてleJ?)例

主500Nを加えた時の沈 H忌 5)リング!jY控JijjWr:より筑H!]

tlJ 旋回H寺問 (J1)

lc ほ場内移動lI~f 問 (h)

5. 試験結果と考察

表7にれ業能率試験の試験結-呆を示す。作業H寺の作業

jiliJ支は 土壌カ{i毘1閏なため進行f止f!;宇カf開発機灰で約

30%.対照1:8で約 20%と高かった秋同県での 2ill1日の試

験を除くと 開発機が 119-1.39m/s.対)，併設が 0.60-

0.64m/sであり 開発機が対照機の 2.0-2.2倍であった。

開発機のほ場作業量は 72-95a/hであり.対照機の

1.7-1.9倍であった。また。開発機の有効作業効率は

75-92%であり 対!問機より 4-12%低かった。開発機

の有効作業効率が対照機より低かったのは，開発機の作

業速度が高いために 全体の作業時間に占める実作業時

間の割合が対照機より低かったためである。

IV 所要動力・燃料消費量試験

1. 背景と目的

けん引のみで作業する開発機と PTOでロータリづめ

を駆動する対照機では.作業方式が大きく異なる。そこ

で.開発機と対照機の所要動力や燃料消費量を比較する

目的で本試験を行った。

2. 供試機

耕深を正確に測定するため. :1こを条問中央il!lJに寄せる

1'1:1耕仕様 (I:::?I2の b)としたトラクタ用開発機および1・ー

を条間 ι1 .1 央官!IJ に笥せるつめ配列としロータリを正!Ij~ させ

た対照機を供試し機関n'l力 24kWのトラクタに装着し

(cm) (kPa) 
(kPa) 

(CI11) C ) 

34 
300 

27 1.03 u 1.6 16 
1.320 

2)ロータリ初H去の大豆跡、 2'f13 '1叶臭剤11. 3) lMi] 30・ • }i(而i和 2cII12
羽I:l定付近の深さ 20-25c111の平均値 4)5 x lOcmの主1')1三似に;諒一IP(j¥I)

て試験した。

3. ほ場条件

埼玉県鴻巣1'1')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 (ι 下 「生研セン

ター」とする。)1;1:)属農場のロータリ耕後の裸地ほ場 (土

性:f袋二IJにおいて 2006if 12月に試験を行った。土壌

水分は やや湿潤な状態(黒ボク土が混入しているほ場

のため液性指数は 0.58と高かったが.さほと、湿潤な状態

ではなかった。)であ った。表8にほ場条件を示す。

土壌の種類，塑性.il削~I'.限界。合水比，砕土状態. 1.11 
錘貫入抵抗• jkJl三板沈下量については.m章の 3に記し

た方法で、表示・測定を行った。

4. 試験方法

作業速度は守前記の，~~.旧作業速度よりも低速側に範問

を広げ.開発機で 0.5m/s. 1.2 m/s. 1.6 m/s. 対照機で

0.2 m/s. 0.5 m/s守0.8m/sの3段階に設定した。 トラクタ

の機関回転速度は. 1.900rpmに設定した。 5cmを目標

に耕深の設定を行い，隣接する行程聞の未彩|起部分のIIJjj¥

を 1m程度残し， 1区当た IJ10-20m x 2反復の作業

を行い守作業速度.刺深，耕 IIJffi，所要動力および燃料消

費量をiWJ定した。表 9に開発機の。表 10に対照機の作

業条件を示す。

(1 ) 作業速度のil!iJ定方法

作業速度は，反射型光電センサをトラクタに取付け

試験区の側方に 5-10m間隔に立てた 2本の反射板の

間を通過する 11奇聞をタイマにより測定して求めた。
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表 9 所要動力・燃料消費量試験における開発機の作業条件

Table 9 Working conditions of dev巴lopedmachine in 

power reqllirement and fuel consllmption t巴sts

表 10 所要動力・燃料消費5l討;験における対照機の作業条件

Tabl巴 10 Working conditions of comparison machin巴1D

power r巴quirementand fu巴1consumption tests 

トラクタ汀l

1.900 
0.2. 0.5. 0.8 

70 
l丑UI

I中|ド'T耕)片Tt附t“仕|上::11線長
195 

31. 7.7. 12.3 
なし

供 試機

i没7主{設|剥 Im;1な7止sJ~ (rpm) 
設定作業述皮 (m/s)
設定条 1t:J(Cm) 

つめ向転方向

つめ取付け方 liIJ

設定つめ問 I低速度 (rpm)
設定お|うんピ ソチ (Cm)

培 二iて 似

トラクタm
1.9∞ 

o 5. 1. 2. 1. 6 
70 
;lL形

中将H:I:tii
|川市l

なし

(乱試機

設定機|剥!日1!伝迷皮 (rpm)
設 定作業速度 (m/s)
絞 先条 111](Cm) 

後 初lデ ィスクの形状
|日lディスクの作用 1i1(1) 

1吉lディスクの作JlJU師

チ ゼル

(
E
U
)

問
主
雫

19:1 5 所要動力.所~エネルギおよび燃料消費量

Fig. 5 Power rcqlliremems. energy requirem巴ntsand 

fllel consllmption 

作業速度 (mhl

-刻i問機~開発機
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6 
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)
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り機関所要エネルギは 92k]lm:lで、あり守同じ作業速度に

おける対照機の 0.61倍であった。また常用作業速度|ロl

士で、比較すると 開発機の問機関所要エネルギは対照機

の 0.47-0.57倍であった。

(3) 燃料消費量の試験結保:

作業速度 0.49m/s時における中耕断而積で補正した

開発機の作業面積当たり燃料消費量(測定した燃料消費

量を.全区を平均した中耕 H訴面積に対する当該区の中籾l

断而積の割合で除した値)は5.0Llhaであり，同じ作業

速度における対照機の 0.84倍であ った。また.常m作業

速度同士で比較すると.開発機の同燃料消費量は対照機

の 0.43-0.53倍であった。

(4) 考察

以上の結果から， 対常用作業速度同士で比較すると.

(2) 耕深. ~~llllgの測定方法

耕j奈は. 1:1:;耕した土塊を作業後に取除色作業した場

所の|に 50x 50mmの角パイプを7)(iV!器で、水三|ょを確認

して杭で支持し角パイフ.の l'面から耕盤までの高さ及

び米羽|起ほ場表而まて、の高さを測定して算出した。 i!!JJ定

点数は.試験区当たり横方向に既刺古1¥9箇F9r 未耕部 8

箇所×進行方向に 5箇所x2反復とした。耕一Ij1mは お1:深

をi!!JJ定したJ易所ごとに金属製の巻き尺で測定した。

(3) 機関回転速度，所~動力.所~エネルギの測定方法

機関回IUi、速度と機関所要動力は。 トラクタ内政の電磁

式同転センサとエンジンの排気マニホールドに取付けた

熱電対により作業時の機関回転速度を測定するとともに

機関所要動力を推定し燃料消費量が少ない逆転条件を

パソコンの画而と音声により逆転者に指示する装iR(後

藤ら 2010)により測定した。機関所要エネルギは，機関

所安動力と作業速度から算山した。

(4 ) 燃料消費量の測定方法

燃料消費量は 容積式の流量検山昔話 ((株)小野測総

FP-213 s. iMIJ定範囲 0.06-60Llh)と流量指示計 ((株)小

ill-Y'iJ[iJ端 DF-21OA.出力間隔 02s)をトラクタの運転席に

取付けて検出し.その I:~， ブJ をデータロガー ((株) キーエ

ンス NR-2000)に記録して測定した。平均値についてはマ

各試験区の中間部約 10m問の測定値から.表計算ソフ

トで算出した。

5 試験結果と考察

図5に機関所要動力，機関所要エネルギおよび燃料消

費量の測定結果を示す。耕深は。開発機が 5.5-6.0cm.

対照機が4.7-5.lcm.3連分を合計した耕 Illffiは.開発機

が 104-105cm. 対照機が 108-110cmであった。

(1) 所要動力の試験結果

作業速度 0.49m/s時における 9:1耕断面積で補正した

|非l発棋の機関所要動力(測定した動力を 全区を平均し

た中刻甘li'而積に対する当該区の中*)11析面積の割合で除し

た他)は 2.6kWであり守同じ作業速度における対照機の

0.61 倍であった。また常用作業速度(開発機が1.0-1

6m/s.対J-!H機が 0.5-0.8m/s)同士で比較すると，開発

機の同機関所要動力は対照機の1.0-1.1併であった。

(2) 所要エネルギの試験結果

作業速度 0.49m/s H寺における開発機の It'粉体積当た
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M~機に比べ開発機は機関所要動力が概ね同程度，中耕体

積当たり機関所要エネルギと作業而積当たり燃料消費量

が概ね 112程度であった。対照機が PTO駆動式である

のに対し開発機がけん引式の作業機であるため 同程

度の作業速度で比較すると開発機の所要動力が低いこ

と開発機の常用作業速度が対照機に比べ 2倍程度高く，

単位時間当たりの中耕体積が大きいことがこれらの結果

の原因である。また，対照機に対する同じ作業速度の開

発機の燃料消費量低下割合が所要動力や所要エネルギの

低下割合に比べて小さかったのは，デイーゼル機関の正

I床熱効率が 30%程度であるためである。

V 摘要

ロータリ式中耕機の問題点を改善するため， -I~ 記 1)

に記すディスク式中耕培土機(開発機)を開発しロー

タリ式中耕機(対照機)と作業能率，所*動力および燃

料消費量を比較する試験を行って下記 2)，3)の結果を

得た。

1)開発機は，前後に設けた 2対のディスクが作物条問

を通過する際に土壌の抵抗で、巨l転し土を横に反転

移動させることにより中耕培土を行う構造を有する。

2)常用作業速度が開発機で1.0-1.6m/s程度，対照機

で 0.5-0.8m/s程度であることを踏まえ，設定作業

速度を開発機で1.2m/s，対照機で 0.65m/sとして作

業能率試験を行 った結果，開発機のほ場作業量は

72-95a/hであり，対照機の1.7-1.9倍であった。

3)上記の常用作業速度l口l士で、比較すると 対照機に比

べ開発機は機関所要動力が概ね同程度，機関所要エ

ネルギと燃料消費量が概ね 1/2程度であった。
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