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３．コンバイン（稲のハーベスター含む） 

 コンバインは大きく分けて「刈り取り」、「脱穀」、「藁カッター」の機能を合わせ持

ったものである。稲のハーベスターはその機能のうち、「脱穀」を特化し、圃場の任意の

場所で行えるようにしたものである。ここでは稲コンバインおよび稲用のハーベスターを

合わせて紹介する。 

 ところで、富山県でこの 10年間のコンバイン事故は 126 件、これをトラクター、草刈機

と同様事故様態分析をすると、次図の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このことから、事故対策として 

 第１に、とにかく藁や籾が詰まったらエンジンを切ることである。クラッチが入ってい

なくても回転している部分があり、構造にかなり詳しい人間でないと、思わぬ部位に手を

入れて跳ねられ、切断などの憂き目に遭う。 

 第２に、手こぎである。手こぎの際の服装や、稲の投入に当たっては無理のない姿勢を

保つことである。とにかく、脱穀部に向かって押し入れるような位置に立つことが肝要で

ある。またダブダブの手袋や腕カバーにより巻き込まれの危険性がさらに増す。 

 第３に、移動中の事故である。特にこの事故は重大事故、死亡事故となることが多い。

これは単に路上走行のみならず、圃場内でも、周りの人を引いたり、圃場から飛び出たり、

さらには納屋からの出入り等で鴨居に頭をぶつけ頸椎損傷での死亡事故も発生している。 

 第４には、整備中の事故である。 

 今回の事例をこの事故様態分析で分類すると 

  １．詰まり除去中の事故         （２件） 

  ２．手こぎ中の巻き込まれ        （４件） 

  ３．移動中の転落・転倒         （３件） 

 

ｺﾝﾊﾞｲﾝの事故様態と安全対策

つまり除去
(30.4%)

事故様態分析では

手こぎ
(24.8%)

移動
(10.4%)

整備中(15.2%)

第１に
詰まったら

エンジンを切る

第２に
①手こぎ位置、足場を安定に
②巻き込まれ注意

第３に
①移動時、前後左右注意
②他者は、作業中近づかない

第４に 整備の基本を

安全マニュアルは



- 77 - 

（１）詰まりの除去中の事故 

 

①エンジンを止めずカッター部の藁除去中、指切創、断裂 

               （平成23年10月 午後1時10分、圃場、男・41歳） 

 就農から５年目を迎え、無農薬無化学肥料で水稲を栽培している。６月の田植えは人力

で行い収穫も手刈であったが、その年、近隣農家からいらなくなった中古の二条刈・袋ど

りコンバインを無償で譲り受け初めて使用した。（何年前のものか不明） 

 かなりの湿田で、こなぎ等の雑草が繁茂し、稲の株もとが見えない状況にあった。 

 11時前から刈取り開始、刈高さを低くすると雑草が引き起こし爪（タイン）にからみ分

送できず、稲稈の送り込み、搬送がスムーズにいかなかった。そこで草を取り除き、少し

高刈りをすることにより、何とか刈取りができるようになった。 

 しかし、少し刈ると繰り返し詰まり、何回も取り除きながら作業を進めたが、今度はカ

ッター部が詰まりだした。これも取り除きながら作業を進めた。お昼をかなり過ぎていた

が、何とか収穫ができていたので、作業を継続していた。また、かなり作業に慣れてきた

ので、このコンバインは中古だし仕方ないと、詰まった草や稈を取り除きながら何とか使

おうと思った。 

 そのうち、エンジンの回転が重くなり、エンジンを止めて点検するとカッターに藁が巻

き付いていた。そのわらを取り除き、再びエンジンを始動して作業を開始した。 

 念のためにもう一度振り返ると巻きつきかけたわらがパタパタと空転していた。エンジ

ンを止めず、このわらを取り除こうとしカッター部のつまった藁を右手でつまんで取ろう

とした瞬間、ヒヤーとした冷たい感じを右指先に感じた。 

 親指と人差し指の第一関節からカッターに巻き込まれ切断した。親指の先は皮一つつな

がり手の平の中に握りこんでいた。一方、人差し指の先は見つけることができなかった。 

 まわりには誰もいなく、まず携帯電話で妻に連絡をした。その間に近所の人が通りかか

ったので救急車を呼んでもらい、病院に搬送され、緊急入院、即手術を行い切断した親指

を接合できたが、人差し指の先は失う。右手第１指切創（皮１枚つながった状態）、第２

指 第一関節より先断裂、入院 30 日、通院 30日。 

 

＊事故原因 

 有機農業を目指して新規に農業に参入され方は、資金も少なく、このような中古を使わ

れるケースが多い。しかし、昔の機械は元々つまり易く、このような熱意ある人に適切な

機械を紹介するシステムが必要と考えられる。 

 

 

②ハーベスタの排出口のパイプにごみが詰まり、指を入れ開放骨折 

                  （平成24年10月 9時頃、圃場、男性・85歳） 

  朝 9時頃から自家米のハゼ掛けの稲を脱穀しようとして、自走式ハーベスタを始動した、

稲が十分に乾いていなかったため、袋に送り出すパイプの最後に藁が詰まったので取り除

こうとして、蓋を開け素手で手を入れた。本来はマグネットが裏に貼ってあり、簡単には
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開かないようになっている蓋がマグネットが無くなっていて、開けることができた。その

蓋から藁が垂れ下がっており、それが詰まりの原因のように思い、エンジンは切らずに手

を入れた、瞬間スロワに中指を叩かれ、骨折した。 

 朝 9時だったので、稲が湿っていて機械の調子が出ないので、奥さんと娘さんはしばら

くお茶を飲んで休憩しようと少し離れた場所に移動していた。 

 奥さんたちはご主人がお茶になかなか来ないので、振り返ると、指を押さえたご主人が

見えた。娘さんが車で近くの医院に連れて行った。（約 10分で到着）。簡単な応急処置を

してくれ、総合病院に転送された。午前中に搬送されたが、手術は午後 2 時頃だった。即

入院。左第３指解放骨折。入院 4日、その後 1週間に 2回、約 3～4か月通院。今でも指の

先が冷たい。午後 3 時頃から寒くなるとうずく。 

 

 

 

 

 

 

   詰まった藁を指で取ろうとした 

 

 

 

 

 

 

          ○の部分が詰まった 

       中指・開放骨折 

 

＊事故原因 

 事故を起こしたハーベスタは 2 台目。最初のハーベスタ（脱穀機）は昭和 39年頃購入し

た。長く使用していた。機械は以前と同じメーカーの中古。使用方法は大体分かっていた

ので、特別指導は受けなかった。前のものより小型にしたが、まだ十分慣れていなかった

ことも事故原因の一つ。この地域では、ハゼ掛けの上に稲が湿らないように雨除けのビニ

ールを被せる人もいるが、本人はしない。水田ごとに違うが、必要がないと判断していた。 

 慎重派なので、なぜあのときに限ってエンジンを止めなかったか分からない。普段は必

ず、止めるのに残念と一言。本家の人が亡くなり、葬儀の準備の時間が迫っており、ゆっ

くりお茶を飲んではおられず、お昼までに前日の残りを済ませてしまおうと焦っていた。

振り返って考えてみると、残りは約 24 袋、約 10a 分ぐらいだった。 

 このような中古の機械は、先の使用者に癖や注意点などを聞いておくことも重要。 
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（２）手こぎ中の事故 

 

③手刈りした稲の手こぎ中、搬送チェーンに左手を巻き込まれ、手指複雑骨折 

                 （平成22年10月 10時頃、圃場、男性・63歳） 

 農業法人の最後の稲刈りの頃で、自脱型コンバインによる稲刈り作業をしていた。 

 コンバインが入れるように４隅を手刈りして畦畔に刈った稲を置いていた。コンバイン

が進入路から水田に進入し、３辺を回ったところに来たので、進入路の部分と左隅の部分

のイネをまとめて抱え上げて脱穀部に入れた。抱えた稲の量が多かったことと、長くて柔

らかい稲（アキタコマチ）だったこともあり、脱穀部に手が引き込まれた。搬送チェーン

に左手が上向きにかまれた状態で、搬送チェーン端で手を抜いた。この間約 5秒であった。 

 掌側にゴムの付いた軍手を付けていた。出血を防ぐように右手で押さえ、高く上げてい

た。出血はあまりなかった。コンバインのオペレータに軽トラックに乗せられて、20 分ほ

どで最寄りの病院へ搬送され、応急処置をしてもらったが、手に負えないとのことで、や

や待たせられて、12時過ぎに同病院の救急車で、大学病院の高次救急センターへ搬送され

た（15 分程度）。 

 高次救急センターも混んでいて 30分～40分待たせられ、処置は 13 時過ぎになった。待

合室の隅で医師と助手、看護師の 3人により手術開始。患部にゴミが入っていたので洗浄

し、縫合まで約 1時間かかった。術後、病室へ移動し、2 泊 3日の入院となった。退院後 5

ヶ月間通院。 

  

＊事故原因 

 圃場は進入路の反対側に一段高い水田があり、その部分の地下水位が高く、ぬかるむの

で、コンバインは車高を上げて刈り取りしていた。いつもは、脱穀部全体の車高を下げ、

かつタンク側を上げて、脱穀部にイネを入れやすく傾けて作業していたが、事故時は、車

高が高いまま水平にしており、稲を入れにくく、反動を付けてから、稲を脱穀部に入れる

状態だった。２人の組み作業であったが、コンバインのオペレータは、携帯電話に対応中

で、騒音を避けてコンバインの運転席方向の外に少し離れた位置にいた。非常停止ボタン

があれば良かった。搬送チェーンにかまれた状態で腕を引くと、腕が切断されてしまうの

で、無理して引かないようにした。組合でも安全指導はあった。自分は事故を起こすこと

など無いと思っていた。以後は、無理しないで、1カ所は 1日で行うようにしている。 

 服装は、つなぎ、腕抜き、手袋、帽子 

 

 

④コンバインで手こぎ中、左手首がフィードチェーンに巻き込まれ、左手挫滅創 

          （平成16年 9月 夕方5時頃、田の横のスペース、男性・63歳） 

 その年は雨続きで、少しの晴れ間を見て稲刈りをしていた。田んぼの約３割くらい倒伏

していた。前後の縁刈りした稲と倒伏した稲の一部分を手刈りし、いつもより多い手刈り

の量であった。当日は曇り空で、稲刈りをするかしないか、中々決断できずにいた。午後

になってやはり刈ろう、ということになり、作業を開始した。 
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 夕方までに田んぼの稲

を刈り終わり、５時近く、

最後に手刈りの部分を手

こぎするため、田んぼか

らコンバインを道路と田

の間のスペースに上げ

た。お母さんたちに縁刈

りした稲（束ねてはなく、

バラの稲）を運んでもら

い手こぎをしていた。あ

ともう１山程度で手こぎ

が終わる段階で、右手で

稲を入れ、左手を添えて

送っていたとき、「もう

少しで終わりだなあ」と手元から目を離し、最期の稲の山に目をやった。その時、手元に

あった稲は、稲を持っていた左手の量は、束にして２束程度で、左手を添えてフィードチ

ェーンに送った。 

 その時はめていた左手の手袋の先が、搬送チェーンに食い込まれ、そのまま搬送チェー

ンと共に脱穀機部分に手首まで突っ込んで持って行かれた。最初、手袋をチェーンにくわ

え込まれたとき、くわえ込まれた感覚がなかった。緊急停止ボタンのないコンバインであ

った。こぎ胴の中で手首が叩かれているのがわかったが、どうしようもなかった。搬送チ

ェーンが終わり、次のカッター部のチェーンとのわずかな隙間に来たとき、手を抜いた。 

コンバインから離れ手袋を抜くと左手は血だらけだった。 

 側にいた人がすぐに救急車を呼んでくれ、タオルで手を巻いてくれた。救急車は、15～

20分で到着した。それから、25～30分で病院に到着した。傷は、左手首をえぐるように掌

部分も挫滅していた。すぐに手術となったが、最初に傷口についた泥やワラをピンセット

で取られるとき、麻酔も効いておらず、また油がついており、傷口をブラシでごしごし洗

われる時、とてつもなく痛かった。手術は夕方６時頃から９時頃まで約３時間かかった。

左手首挫滅創、２カ月入院し、その後リハビリに年末まで通った。 

 現在、左手の指をお互いにくっつけようとしてもくっつかない。手袋をはめる時は、左

第３～５指は一本一本右手で介助しながら入れている。 

 

 

＊事故原因 

 当日、作業に出るときいつもしている薄手のゴム手袋（手術などに使うくらいの薄い手

袋）がまだ濡れていて、そこにあった３Ｌの厚手の大きい手袋をして作業に出た。（この

３Ｌの手袋は、日常的には使わず、冬場、冷たいので、この下に軍手をして、その上にゴ

ム手をするためのものとして置いてあった） 

 この手袋の先端部分は指の先が２cm くらいブカブカがあり、チェーンにはその部分が先

に喰われたものらしい。このいつもしている手袋ではなく、大きく、ブカブカの手袋をし



- 81 - 

ていたことが直接的な原因であった。また、もう少しで終わると思い、それまでは手元を

見ていたのだが、残りの稲の山へ一瞬目線をそらしたことが、やばかったと本人の感想で

あった。なお、当日の服装は上はワイシャツ、下は普通の作業用のズボン、長靴であった。

腕カバーはしていなかった。 

 コンバインの手こぎの位置は、地上から 90cm、また搬送チェーンの始まる高さも 70cm

と手こぎをするのには、姿勢としては無理のない姿勢で作業ができる体勢であり、特に問

題はない。ただ、稲を入れる方向は、右から左へチェーンに対して右側へ横方向に押しや

るように入れていた。方向的には、チェーンに相対して、押しやる方向で入れていなかっ

たことも問題である。なお、このコンバインは２条刈りであり、全面刈りではないので、

手刈りする面積が多かったのと、倒れた稲の手がり部分も多く、手こぎ量が多くなってい

た。 

 

 いつもは手術用と言われるくらい、薄い

ゴム手袋をしていたが、たまたまその手袋

が乾いていなかったので、作業後屋に吊っ

てあった、ブカブカのゴム手袋をしていっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 写真は２Ｌのもの、事故当時は３Ｌのこ

の手のゴム手袋をした。指先が十分入ら

ず、ブカブカであった。 

 この手袋は、冬場に野菜などを取るとき

にこの下に、軍手をして暖かくするための

物。 

 

 

 

 

 右手で稲を押し込み、左手を添えてい

た。左手をフィードチェーンに取られた

時、最初、取られたと感じなかった。ハッ

と気がついた時はもがいても抜けず、胴の

中で手が叩かれているのが分かった。 
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  フィードチェーンともに、手を動かしながら、

フィードチェーンとワラカッターに送るチェーン

のわずかな隙間に来たとき、その隙間をかいくぐ

って手を抜いた。 

 

 

 

 現在、左

手の指同

士がくっ

つかない。 

 

         
 

 

赤線は傷跡 

 

⑤手こぎの最中に、フィードチェーンに巻き込まれ右手中指・薬指を複雑骨折 

                （平成12年頃の秋、圃場にて 女性・60歳頃） 

 水田の請負人

が、収穫にあた

り作業を行う際

に、請負先の夫

婦が現場に同行

していたが、請

負先の夫婦は基

本的に作業には

当たらず、請負

人である男性と

その妻の２人が

作業を行ってい

た。 

 最初、請負人

の妻が手こぎを

していたが、少しその場を離れた際に、作業を手伝おうとした請負先の妻が手こぎを行い、

事故にあった。 

 請負先の妻は、裾が絞られていないゴム手袋を着用、左手で稲を持ち、右手でフィード
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チェーンに右から左へと稲を送っていた。そのとき、ゴム手袋の裾が稲と同じくフィード

チェーンに手繰り寄せられるようにして、巻き込まれてしまった。幸い、脱穀部に届くほ

ど手が奥まで巻き込まれておらず、フィードチェーンの先端で排藁チェーンとのわずかな

隙間があることを知っていて、巻き込まれるままフィードチェーンの動きに沿って歩き、

隙間に来たときに手を下に引くようにして抜いた。手先も、中指・薬指のみの負傷であっ

た。 

 事故直後、請負先・夫が病院へ連れて行った。右手中指、薬指複雑骨折。具体的治療に

ついては不明だが、現在は後遺症もなく完治しているとのことである。 

 

＊事故原因 

 作業時に着用していた、裾が絞られていない手袋が大きな原因といえ、絞られていない

ものは、農作業のみに関わらず、様々な場面において作業全般に向いていないといえる。

事故以降、請負人はウレタンの手袋を使用するよう、作業者に勧めているとのことである。 

 また、コンバインは 4 条刈のものであり、さほど車高の高いものではなかったが、150cm

しかない女性には、無理の生じる体勢であったとが考えられる。また、今回のように請負

人が見えない状況でも作業を行えるほど、コンバインには「死角」が多いことがいえる。

また、高齢者にはコンバイン等の作業中の機械の周りを歩く（ついて歩く）傾向があると

請負人は言っており、高齢者の機械に対する安全意識にも課題があると言える。 

 

 

 

⑥ハーベスタの稻束を脱穀部に送るチェーンに右手を挟まれた。 

                （平成24年11月 午後5時頃、圃場、男性・62歳） 

 10 月末から水田に干してあった稻束の脱穀をした。いつも一人でハゼ掛けから一束ずつ

下ろし、そのままハーベスタに送り、手が届かなくなったら、３ｍぐらいずつハーベスタ

ーを移動し脱穀するという作業をしていた。事故に遭った日には早く終わらせたいという

思いがあり、焦っていた。もう少しで終わるというところ（ハゼ掛け 30m 分）で右手がハ

ーベスタの稻束送り部分に巻き込まれた。右手の 3本の指が挟まった。すぐに抜いたので

大したことは無いと思っていた。手袋はぴったりしたものをいつも使用している。痛かっ

たが、そのまま作業を続け、終了して家に帰った。  

 家に帰って見ると、小指爪の半分、薬指の爪の殆ど、中指爪先の 5mm部分が真っ黒に血

が死んでいた。左右に、あるいは上下に指を傾けると、それに応じて黒い血の塊が移動し、

片方は白くなった。薬指の爪が剥がれそうになっていたので、水で洗い、マーキュロを流

し込み消毒した。病院へは行かなかった。爪がとれないようにカットバン（医療用テープ）

を貼っておいた。2ヶ月間はそれを繰り返した。3 か月経って、ようやく痛みが消えてきた。 

 

＊事故原因  

 11 月にかかり、早く終わらせたいと焦っていた。 
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 ところで、ハーベスタによる作業は一般的

には２人で行うことになっているが、半人分

が無駄になる。返穂（かえりっぽ）、折れ曲

がって手前に穂がある場合は、自分一人で作

業していれば、その都度、直して入れること

ができるが、二人での作業では難しい。終わ

ってからもう一度拾い直すのは面倒。また、

二人で作業をしたことはあったが、ハーベス

タに送る束を持とうとしたとき、ハゼ掛けから              使用していたハーベスター 

降ろした稲束が上に載せら

れると苛立つので、出来る

だけ一人で作業するように

している。 

 しかし、一人で作業する

と、左手でハゼ掛けから稲

束を下ろし、右手で送り込

む形になり、右手を見てい

ないことが多く、惰性で送

り込む右手は、ときどきチ

ェーンに当たり、その都度

危ないと思うが、今まで巻

き込まれる                      カバーがほしいと思っている 

ことはなかった。２人で作業すると、右手は送

り込む平手の流れではなく、しっかりと握るよ

うな形で送り込むことになるため、チェーンに

挟まれることは少ないと思っている。 

 なお、機械的にはもう少し（6ｃｍぐらい）の

カバーがあってもいいのではないかと思ってい

た。また稲束を置く作業台は、80ｃｍの位置に

あり、身長 171ｃｍの本人にはちょうどいいが、

高さの調整が出来ず、身長の低い人には疲れる

位置関係になっているように思う。 

 なお、今回の事例は、手袋のダブリが原因では   いつも、ピシッとした手袋をしている 

なく、立ち位置や稲束の投入の仕方にあると考え 

られる。                                               
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（３）移動中の事故 

 

⑦コンバインでバックして圃場に入ろうとした時、路肩を踏み外して横転、オペレー 

 ターは４ｍ下の水田に投げ飛ばされ、頸椎打撲 

            （平成24年 9月11時50分頃、道から圃場へ、男性・64歳） 

 コンバイン作業はコンバイン２台、運搬車１台を３人１班で作業を行なっていた。 

 朝９時半頃からコンバイン作

業を始めた。５枚目の圃場に移

動中の事故である。圃場を間違

ったためバックで圃場に入ろう

とした時に早く曲がったため路

肩を踏み外しコンバインが傾い

たため前進ギアーを入れエンジ

ンをふかして前進した。さらに

傾いたため慌ててバックギアー

に入れ替えバックしたところ、

コンバインが横転した。 

 コンバインが横転した時運転

者は左側の約４ｍ下の水田に投

げ飛ばされた。どのように投げ

飛ばされたか記憶に無かった。

コンバインは、路肩の途中に横

倒しとなって止まったためコン

バインの下敷きにならなかっ

た。 

 水田に投げ飛ばされて気がつ

いた時は、自分で動ける状況で

あった。トラックを運転してい

た同僚が横転したことに気づ

き、直ぐに運転者に声をかけた。

気がしっかりしていたので心配

なかったが、首と膝の痛みが感じること、着用していたヘルメットの紐が切れていたこと、

左のズボンが切れていたので、念のため整形外科に受診することとした。医院には同僚に

送ってもらい事故から２時間後に診療を受けた。 

 

＊事故原因 

 運転者は今シーズン初めての作業であった。自分の水田では無いため、うっかり通り過

ぎてしまった。 

 左の路肩をよく確認せずにバックをしたため路肩を踏み外した。 
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 コンバインの左側が見えにくいことと、県道から水田への乗り入れ口が県道との交差す

るところで下のほうに曲がっていたため、運転者が早く左にハンドルを切ってしまったの

ではないか？本人は記憶に無い。 

 やわらかい圃場のときは、バックで入ることがあるが、事故発生後はバックではいるこ

とを禁止した。このことは緊急オペレーター会議を開き徹底した。また、キャビンつきコ

ンバインは、運転席が高く視界が一層悪くなるので、注意を促した。なお、コンバインに

乗車する時はヘルメットを着用するようにしている。、今回の事故ではヘルメットを着用

していたので、軽傷に済んだかもしれない。 

 

 

⑧圃場内で、コンバインをバックさせた時、畦を乗り越え約4ｍの法面から転落 

 左手打撲・擦り傷      （平成24年10月午後２時頃、圃場、男性・64歳） 

 会社の休暇を取り、昼か

ら稲刈り作業にかかる。畔

草刈りもしていない状況下

の水田で、1 枚目の田んぼ

の収穫が終わり、次の田ん

ぼの刈取りを始めようとし

た。圃場の進入路は平坦で

あるが、三角地に取り付い

ていた。 

 直進して刈り始めたとこ

ろ、畦畔に突き当たったの

で、バックして次の３条を

同じように刈り取った。次

に、機体を圃場の長辺方向

１．事故現場の状況 

 

 

斜面 30 度 

斜面 30 度        4.5ｍ 

圃場 

用水 
あぜ 

県道 

たいら 

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 

実際は実線の乗入

口。勘違いで 2ｍ
手前で曲がってし

まった 

ｺﾝﾊﾞｲﾝ 

①作業予定圃場の進入路を通過

②慌てて、バックで
進入路に入ろうとした

本来の道筋③路肩を踏み外して横転、オ
ペレーターはじき飛ばされる
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にまっすぐにするため、コンバインをバックした時レバー操作の誤りと見込み運転で畔を

乗り越え、バックをし過ぎ、機械とともに畦畔から転落した。 

 オペレーターは反動で機体から放り出され、左腕の打撲と擦り傷はひどかったが、軽傷

ですんだ。機体の下敷きになっていたらと今でも「ぞおっと」する。体は投げだされたが、

腕で受け身のように回転しながら落下し、下の圃場は湿潤で脚がめり込み軽傷であったと

思われる。意識はあり、すぐに携帯電話で妻に連絡した。迎えの車で、近くの医院に行き

手当てを受けた。骨に異常はなく打撲と擦り傷だけで済んだ。湿布薬等を処方された。左

手打撲・擦過傷、通院３回。 

 

＊事故原因 

 作業が遅れぎみで焦りがあった。また、圃場の大きさに対しての機体の大きさが、大き

かったのか、死角の範囲が大きく、機体と圃場・環境のミスマッチも考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転落したコンバイン、修理不能 

 

 

⑨コンバインを田から田へ移る際に横転。 （平成24年 9月 午前中、男性・40代） 

 １枚の田の稲刈りを終え、グレーンホッパー内の籾をトラックに開けず、続いて次ぎの

田に移った。移った場所は畦と農道がＴ字になった場所で、左の農道は 25～35°右に傾斜

しており、かつ途中右に伸びる手前 54°の傾斜の畦を乗り越える場所であり、横転の危険

が十分予測出来る場所であった。オペレーターも分かっており、倒れることを前提に運転

席から降りて、コンバインの横を歩いていた。 

 結局乗り越えた所で右に横転。その後業者が入り籾だし、そしてコンバインを起こし等

して、翌日には作業を再開していた。（目撃者の談） 
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＊手前の下の田から、左の農道に少し乗り上げる

ようにして移動し横転。 

 

 

 

 

 

＊事故原因 

  この事例は、近くで見ていた人

の証言での事故調査であり、コン

バインのタンクにどの程度の籾が

入っていたかは不明。いずれにし

てもタンクにある程度籾が入って

いる状態で、傾斜のある場所を移

動しての転倒であり、必然的と言

わざるを得ない。 

 ただ、オペレーターは初心者に

近い者と考えられ基本的な操作の

誤りと言える。 

 しかし、コンバインの横転では、

富山県で山間地でわずか段差 10cm前後の場所にキャタビラの片方を乗せ、横転し２ｍ下の

崖に転落し死亡するという事故があった。（平成 24年 9 月 17日）このようにコンバイン

に籾が入ると、どの程度重心が上昇、移動して不安定になるかという点については、メー

カーには分かっているかも知れないが、利用者に対して情報提供がない。是非メーカーは、

ただただ、「危ない操作はするな」ではなく、「コンバインの重心は、もともとこの位置

にあり、籾が入ると、最大この位置まで重心が上昇し、かつ移動する」のだと数値を示し

て教えて欲しいものである。単なる、「気をつけろ」の気合いでは無く、科学的根拠を示

しての安全指針を示して欲しい。 


