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（農用トラクター、田植機、スピードスプレヤー、コンバイン共通） 
 

排出ガス性能試験及び規制適合エンジンの搭載確認について 
 

１ 見直しの理由 
①地球温暖化をはじめとする大気汚染等環境課題への対応が避けられない情勢の中、自

動車の中でも排出量の少ない農業機械についても、排出ガス低減への取り組みが求め

られており、中央環境審議会（環境省所管）において、特殊自動車に対する低減すべ

き排出ガス成分とその目標値及び目標値を達成すべき年が示された。これを受け国土

交通省が、公道を走行するディーゼル特殊自動車に対する排出ガス規制の制度を定め

ている。 
②特殊自動車（小型）に該当する農耕作業用自動車（農用トラクター、田植機、スピー

ドスプレヤー、コンバイン）等についても、昨年１０月１日から本年９月１日にかけ

て、このディーゼル特殊自動車排出ガス規制が適用されることとなった。            

③当面は、公道を走行する特殊自動車としての農耕作業用自動車に対して、排出ガス性

能試験を実施することとするが、将来的には、環境問題への対応が一層重要性を増す

ことが予想されることから、公道外で使用する農業機械に対しても、排出ガス評価は

必要となるところが勘案されるところである。 
 
２ 見直しの概要 
 ①搭載されるエンジンから排出される排出ガス成分量の確認又は測定並びに排出ガス規

制に適合したエンジンが搭載されていることを確認する。 
  ②排出ガスに係る試験方法及び基準については、農耕作業用自動車等機能確認要領、農

耕作業用自動車等機能証明要領（農林水産省生産局長通知）等によるものとし、道路

運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示 619 号）に規定

される排出ガスの測定方法に準拠して実施する。 

③具体的には、排出ガス性能試験は、供試機（エンジン単体）に対して定められた８個

所の測定点で排出される排出ガス成分（CO、NOx、HC、PM）及び黒煙濃度を測定する

ものである。 

  
     排出ガス基準値（Ｄ８モード(g/kWh)） 

 
定格出力 

19kW 以上 
 
37kW 未満 

37kW 以上 
 
75kW 未満 

75kW 以上 
 
130kW 未満 

130kW 以上 
 
560kW 未満 

CＯ ５．００ ５．００ ５．００ ３．５０ 
ＨＣ １．５０ １．３０ １．００ １．００ 
ＮＯｘ ８．００ ７．００ ６．００ ６．００ 
ＰＭ ０．８０ ０．４０ ０．３０ ０．２０ 
黒煙 ４０％ 

   「道路運送車両法の保安基準の細目を定めた告示」（平成 14 年９月国土交通省告示） 
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（各機種共通） 
 

分解調査の組み替えについて 
 
１．見直しの理由 
  各機種に共通する分解調査は、試験中に異常が認められた場合又は特に確認する必要

がある場合に、供試機の状態及び構造を確認することを目的に行っているが、最近では装

置等の性能が向上し安定化していることから、分解調査の項目を廃止し、仕様確認や問題

発生箇所の分解調査を構造調査の中で一緒に対応し、検査の簡素化を図る。 
 
２．概要 
  各機種共通で分解調査を廃止し、その内容を構造調査の中に組み替える。 
 
 
（参考：分解調査の事例） 
１）農用トラクター（乗用型）： 噴射ノズルの分解 
２）コンバイン（自脱型）： クローラ、ヘッダー部、脱穀部、選別部、カッター部、 
             排出オーガ部等機体を構成する主要部分を最小単位に分解 
３）田植機： 車軸部、植付部その他必要な部分を分解 
４）スピードスプレヤー： 給水ポンプの分解 
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（農用トラクター（乗用型）） 
 

視認性、操舵性及びシートベルト装着安全標識の確認について 
  
 １ 見直しの理由 

近年、女性、高齢者農業者がトラクターを操作する場面が増え、視認性や操作性の

向上を図り、安全性を一層確保向上させることは重要な課題となっている。このた

め、トラクター運転者の視界（が遮られる部分）を測定するとともに、走行時のハン

ドル操作に要する力を測定し、定量的に視認性及び操舵性の評価を行うこととしたい。 
また、転落・転倒の際に運転者は、安全フレーム・キャブによる安全領域内にいる

ことが、重大事故に繋がることを防止することから、シートベルトの装着を喚起する 
 安全標識の貼付を義務化することとしたい。   
 
２ 見直しの概要 

  （視認性） 
  ①現在の型式検査では、視界の良否や操縦装置の操作の難易については取扱試験の項

目の中で、試験者がトラクターを実際に操作して判断している。 
  ②しかし、日本においては、女性、高齢農業者がトラクターを運転操作する機会が増

えていることから、女性、高齢者の一般的な座高を考慮に入れた視認性について

も、欧州指令に記載される方法に準拠して測定することとしたい。 
③具体的には、運転者の目に相当する光源を２個（間隔は 65mm）、座席の前端から

と座面から上にそれぞれ定められた距離の点にくるように設置（図１）し、その光

源を中心に地表面上半径 12m の円周上（前側 180 度の範囲内）において、２つの

光源とも見えない部分の長さ（弦の長さ）を測定（図２の Me）するものとする。 
④欧州指令の基準では、見えない部分の長さや数の基準が設けられているが、型式検

査については、女性、高齢者の視認性に配慮した数値等の表現方法で成績表に示す

こととしたい。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          図１                 図２ 
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（操舵性） 
①現在の型式検査では、視界の良否や操縦装置の操作の難易については取扱試験の項

目の中で、試験者がトラクターを実際に操作して判断している。 
②しかし、日本においては、女性、高齢農業者がトラクターを運転操作する機会が増

えていることから、ハンドル操舵力についても、欧州指令に記載される方法に準拠

して測定することとしたい。 
③具体的には、時速 10km で走行し、半径が 12m になるように操舵したときの操舵

力の最大値を測定する。（図３）。 
さらに、パワーステアリングが故障した時を想定し、当該補助装置非作動時の操舵

力を測定する。（図４）。 
④欧州指令では、操舵力の基準が設けられているが、型式検査ではこの基準を上限値

とし、女性、高齢者の筋力を考慮して、操作性についてランク付けする等で成績表

に示すこととしたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           図３                 図４ 
 

（シートベルト装着の安全標識） 
運転席から見易い場所に、シートベルトの装着を喚起する安全標識のシールを貼

付することとしたい。 
具体的には、シートベルトや ROPS に関する単独の標識とし、警告もしくは危険

のレベルとして、図５に準じた安全標識マークとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              図５ 
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（コンバイン（自脱型）） 
 

コンバイン（自脱型）の作業能率試験のシミュレーションについて 
 

１．見直しの理由 
コンバイン（自脱型）の作業能率試験は、供試機を刈取り条数に応じて一定面積以上の

ほ場で実際に収穫作業を行い、時間当たりの収穫面積、燃料消費量及び作業が円滑に行わ

れるかどうか等について調査を行っているところである。 
供試機の速度段の運転条件や作業方法等の試験条件については、依頼者の任意によるが、

作業能率の試験実態は、供試ほ場の形状や作業方法等によって影響され、一般性のある結

果を得難いことや、ほ場での作業労力を必要とすることから、本試験の簡素化等他に置き

換わる試験が求められているところである。 
そこでシミュレーションによる試験の置き換えが可能かどうか、過去１０年間の作業能

率試験果データーを基に検討した結果、作業能率の測定に必要な諸条件の値をシミュレー

ションによる測定方法に置き換えても問題が生じないものと認められた。 
 
２．試験内容の概要 

シミュレーションに必要な項目の選定を行い、以下のような試験方法で作業能率試験を

行うこととしたい。 
 
 
 
 
 

シミュレーションによる方法概要 

【入力項目】 
作物条件（含水率
15％換算収量、刈取
作業時の収量、平均
穀粒含水率、籾のか
さ密度など） 
 

【入力項目】 
ほ場条件（ほ場面
積、長辺、幅、手
刈面積など） 

    【入力項目】 
機械条件(刈取条数、

刃幅、履帯接地長、機

体全長、履帯の最小旋

回半径、作業速度、タ

ンク容量、排出オーガ

流量、作業方法など) 

 演 算 

作業能率 
ほ場作業量：機械刈面積を収穫開始から終了までの全時間で除した単位時間当たりの作業面積。

正味ほ場作業量：機械刈面積を正味作業時間（刈取り及びそれに伴う回行に要する時間）で除し

た単位時間当たりの作業面積。 
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（参考） 

コンバイン（自脱型）能率試験シミュレーションにおける作業手順 

No. 作 業 関係するパラメータ 
１ １周目回り刈 ほ場寸法、手刈寸法（全長）、条数、作業速度、５m 所要時間 
２ １周目隅刈 

（切り返し３回） 
後退速度、前進速度、５m 所要時間、最小旋回半径、刃幅、

刈刃の位置、履帯接地長 
３ ２周目回り刈 ほ場寸法、刈幅、作業速度、５m 所要時間 
４ ２周目隅刈 

（切り返し２回） 
後退速度、５m 所要時間、最小旋回半径、条数、刃幅、 
ヘッダ長さ、刈刃の位置、履帯接地長 

５ 排 出 ほ場幅、前進速度、後退速度、５m 所要時間、排出流量 
6 ３週目以降回り刈 ほ場寸法、条数、作業速度、５m 所要時間 
７ デルタ旋回 前進速度、後退速度、５m 所要時間 
８ 排 出 

（タンク満量時） 
ほ場幅、前進速度、後退速度、５m 所要時間、排出流量 

９ ６～８を反復 （枕地幅）＞（機体全長）+（最小旋回半径）になるまで 
10 中 割 ほ場寸法、条数、作業速度 
11 往復刈 ほ場寸法、枕地幅、作業速度 
12 回 行 前進速度、条数、刃幅、ヘッダ長さ、刈刃位置、履帯接地長、

最小旋回半径、５m 所要時間（最後の切り返しのみ） 
13 排 出 

（タンク満了時） 
ほ場幅、前進速度、後退速度、５m 所要時間、排出流量 

14 11～13 を反復 刈取終了まで 
15 排 出 ほ場長さ、前進速度、排出流量 
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１．１周目の回り刈 

穀粒流量が同じになるよう作業速度を落として、１条多く刈取る。４隅の手刈部分は

刈取時間に含めない。 

２．１周目の隅刈 

まっすぐ刈った後、２回斜め刈をして後退し、前進しながら 90°左旋回する。 

３．２周目の回り刈 

設定した作業速度で刈取る。 

４．２周目の隅刈 

1周目の1回目の斜め刈に沿って刈取り、デバイダが畦畔に当たるまで作業速度で進む。

その後後退し、1回斜め刈をして、デバイダが畦畔に当たるまで作業速度で進み、横刈の

開始位置まで右旋回しながら後退する。 

５．排出 

排出位置まで前進し、排出後元の位置に後退する。 

６．３周目の以降の回り刈 

設定した作業速度で刈取る。 

７．デルタ旋回 

刈取り終了後 45°左旋回し、履帯全体が残ったほ場より前に出るまで前進速度で進む。

その後一定旋回半径で右旋回しながら後退し、横刈位置に達したら作業速度で前進する。 

８．排出 

タンクが満量になった場合、排出位置まで前進し、排出後元の位置に後退する。 

９．６～８を反復 

枕地幅が（機体全長）＋（最小旋回半径）になるまで回り刈を行う。 

10．中割 

往復刈の行程数が左右同じになるように中割を１行程行う。穀粒流量が一定となるよ

うに速度を落として１条多く刈取る。 

11．往復刈 

設定した作業速度で刈取り、停止しないで回行に移る。 

12．回行 

往復刈から連続して前進速度で回行する。 

13．排出 

タンクが満量になった場合、排出位置まで前進し、排出後元の位置に後退する。 

14．11～13 を反復 

スタート位置から向かって右側が刈り終わったら、左側を刈取る 

15．排出 

排出位置まで前進し、排出して終了 



 8

 

1周目回り刈

図　コンバイン（自脱型）シミュレーションの作業の流れ図

1周目隅刈（切り返し3回×４隅）

２周目回り刈

２周目隅刈（切り返し２回×４隅）

タンク満量？ 排出移動 排出

３周目以降の回り刈

枕地幅十分？

デルタ旋回（４隅）

タンク満量？ 排出移動 排出

中割（中央１ヶ所）

往復刈（左右）

回　　行

刈取終了？

排出移動

排出

Yes

No

Yes

No

Yes

No

タンク満量？ 排出移動

排出

Yes

No

No

終了

Yes

作業開始
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（コンバイン（普通型）） 
 

コンバイン（普通型）の対象範囲の変更及び対象作物の選択性について 
 
１．見直しの理由 
 現行ではコンバイン（普通型）の対象範囲は「スクリュー型脱穀機構を有するものに限

る」と限定されており、適用範囲も、水稲、小麦、大豆の３品目の収穫作業が可能なもの

となっているが、大豆の収穫を専用としたコンバイン（普通型）の普及が拡大されている

ことから、単品目でも対応可能なように見直すとともにスクリュー型脱穀機構を有するコ

ンバイン以外のものも受検可能なように見直すこととする。 
 また、運転試験については、運転性能が向上しており、試験に必要な収穫作業面積を大

幅に縮減しても問題が生じないことが認められることから、併せて見直すこととする。 
 
２．概要 
 １）対象範囲の「スクリュー型脱穀機構を有するものに限る」限定をはずす。 
２）コンバイン（普通型）の型式検査実施方法及び基準を以下のように見直すこととす

る。 
（１）専用機にあっては、水稲、小麦、大豆の３品目のうち単品目でも受検可とする。 
（２）汎用機にあっては、水稲、小麦、大豆の３品目のうち２品目以上で受検するこ

と。 
（３）上記の改正に伴い運転試験を以下のように見直す。 
 ◎現 行：全収穫面積は、原則として刃幅 2.5m 未満のものにあっては 40ha、刃幅

2.5m 以上のものにあっては 60ha とし、作物毎の収穫面積は、それぞれ全収

穫面積の３分の１とする。この場合、取扱試験と精度試験の面積を算入する

ことができる。 
  現行の運転試験面積 

 
 
 
 
 
◎見直し案：全収穫面積は、専用機にあっては、原則として刃幅 2.5m 未満のもので、

水稲用にあっては、５ha、麦用及び大豆用にあっては、それぞれ１ha とする。 
刃幅 2.5m 以上のもので、水稲用にあっては、６ha、麦用及び大豆用にあって

は、それぞれ２ha とする。また、汎用機の収穫面積については、上記の刃幅

に対応した対象作物毎の収穫面積の合計面積とする。ただし、専用機、汎用

刈幅 合計 水稲 小麦 大豆 
２．５ｍ未満 ４０ｈａ １３ｈａ １３ｈａ １３ｈａ 
２．５ｍ以上 ６０ｈａ ２０ｈａ ２０ｈａ ２０ｈａ 
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機とも取扱試験と精度試験の面積を運転試験の面積に算入することができる。 
          見直し後の運転試験面積(案) 

 
 
 
 
（算出例） 
  １ 大豆専用機の場合（刈幅２．５ｍ以上） 
    ２０ｈａ－(90a×20h) ＝ ２ｈａ 

2 水稲及び小麦用機の場合（刈幅２．５ｍ以上） 
・ 水稲 ２０ｈａ－(70a×20h )＝6ｈａ 
・ 小麦 ２０ｈａ－(90a×20h )＝2ｈａ 
                         合計  8ｈａ 

 
・連続運転試験 20ｈ（台上運転試験 16ｈ＋連続昇降試験 4ｈ）分の刈取面積を換算 
          

・コンバイン（普通型）の能力 
 
 
 
 

刈幅 水稲 小麦 大豆 
２．５ｍ未満 ５ｈａ １ｈａ １ｈａ 
２．５ｍ以上 ６ｈａ ２ｈａ ２ｈａ 

 水稲 小麦 大豆 
２．５ｍ未満 ４０ａ／ｈ ６０ａ／ｈ ６０ａ／ｈ 
２．５ｍ以上 ７０ａ／ｈ ９０ａ／ｈ ９０ａ／ｈ 



（ポテト・ビートハーベスター）

所要動力試験の廃止について

１．見直しの理由

とう載式またはけん引式のビート及びポテトハーベスターの所要動力試験は、けん引さ

れるハーベスターの可動に必要な所要動力を知ることを目的に実施しているもので、この

試験結果により、けん引または搭載に適した適応トラクターの算出を行っている。

過去の試験データやトラクターの性能が向上してきていることから、メーカーの提出デ

ータ等により、所要動力試験は必ずしも必要なくなっていることから、検査の簡素化の観

点から廃止することとしたい。

（参考：適応トラクターの算出方法）

①所要動力データ

②走行・操舵に必要なトラクターの質量バランス

③けん引に必要なトラクター質量

の①から③の方法で得られた値のうち最も大きな値から適応トラクターを算出している。

①については、けん引抵抗とPTO 軸トルク、②、③についてはけん引抵抗を測定する必要

があるが、けん引抵抗及びPTO 軸トルクは、これまでに得られたデータの平均値を使用す

ることで算出が可能である。

適応トラクターについては、取扱試験の中で対応することとする。

２．概要

ビート及びポテトハーベスターの所要動力試験を廃止し、取扱試験の測定及び調査項目

に、メーカーデータ等を活用して「適応トラクター」を選定する項目を追加する。
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（安全キャブ・フレーム関係）

静的強度試験の見直し及びシートベルトの強度確認について

１ 見直し理由

トラクターの安全キャブ・フレームは、転落・転倒事故の際に、運転者の安全性を確保

する上で、極めて有効なものである。

このため、型式検査では、安全キャブ・フレームの強度試験を実施して、一定以上の性

能が確保されているかどうか試験を実施しているところである。

今回の静的強度試験の見直しは、静的強度試験（Ｃ）の受検対象範囲及び後部負荷試験

の範囲を変更し、静的強度試験（Ｄ）に後部負荷試験を追加するほか、装着されているシ

ートベルトの強度を確認する項目を追加するもので、転落・転倒の際の一層の安全確保向

上及び関係法令との整合性を保つ観点から行うものである。

２ 見直しの概要

① 静的強度試験（Ｃ）の受検対象範囲の変更は、道路交通法施行規則の改正により、小

型特殊自動車免許で運転可能な農用トラクターを含む特殊自動車の構造上の制限が改正

され、高さ制限（2m以下から2.8m以下に変更）は残るものの排気量の制限はなくなった

ため、道路交通法施行規則との整合性を保つため、「排気量1.5L以下のトラクターに装

着する安全フレーム」とした対象範囲を、「本体の高さが2.05m以下のものに装備する

安全フレーム」に変更することとしたい。

また、転落・転倒時の安全性向上を図る観点から、４輪駆動トラクターの後部負荷試

験の限定を削除することとしたい。

② 静的強度試験（Ｄ）の後部負荷試験を追加するのは、この試験は、ゴム装軌式のトラ

クターに装備する安全フレームの強度を調査するもので、クローラタイプのトラクター

は後転し難いことから、これまで後部負荷試験は実施していなかったが、本年、OECDテ

ストコードに縦方向負荷試験が追加（後進時の段差の踏み外しによるなど後転事故が考

えられること）されたこと及びに我が国においても同様な後転事故が想定されることか

ら、クローラタイプのトラクターの安全性向上とOECDテストコードとの整合性を図るた

め試験を追加することとしたい。

③ シートベルトの強度確認を新たに実施するのは、現在の安全キャブ・フレームの検査

基準では、「座席にはシートベルトを備えていること」となっており、シートベルトの

強度については触れておらず、シートベルトの中には、JIS 等の適合品が多いものの不

明なものも見受けられることから、強度が保証されたシートベルトの装着促進を図るた

め、「座席には強度が保証されたシートベルトを備えていること」に変更することとし、

シートベルトの強度のほか、装着状況の目視等を行うこととしたい。

12


