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３．トラクター

（１）トラクターもろともに転落

トラクター事故 NO1、NO2、NO3、NO4は、トラクターもろともに転落した事例である。

NO1（12月、男・54歳）

12月の午後３時頃、斜度24°幅2

ｍの土手道を転作田の田起こしの

ため移動中、前輪が浮き上がるヒ

ヒーン状態となり、落差1.5ｍ・斜

度53～87°左の土手下に１回転し

て転落したものである。転落中逃

げだそうと、左足を外に出し、そ

のまま土手と機体の間に挟まれて、

かつ左肩、左腕を強打。

自力で脱出、軽トラで自宅に戻

り家人に運転してもらい、総合病

院を受診、左足第２～４趾中足骨骨折、手術した。

当時、頭の中は仕事のことで一杯だった。また、12月は日没が早く焦っていた。アクセ

ルペダルを使わず、ハンドルレバーを最速にふかし、かつロータリーを最も高く上げて運

転していた。なお、ブレーキの連結ロックはしており、かつ安全フレームは立てていた。

事故後、移動中はハンドルレバーは使わず、アクセルペダルを使い、またロータリーは

高く上げず2～30ｃｍ程度のみ上げるようにしている。安全フレームは格納時以外必ず立

てている。

この事例では、斜面を最速、かつロータリーを高く上げており、最もヒヒーン状態にな

りやすい条件での事故である。トラクターの講習は受ける機会がなく、基本的操作方法の

教育システムが必要と考えられる。

NO2（ 4月、男・57歳）

４月下旬の10時30分頃、3.3ｍ幅の農道を移動中、左の幅145ｃｍ、深さ158ｃｍの用水

に転落した事例である。

スピードは２速であり、決して早くはなかった

が、左手に杭をくくりつけたロープを持っていて、

ロープにつけた杭が下がり、運転席の足場に引っ

かかったので取ろうと、気を取られていて、左に

寄り過ぎ用水に転落した。自力で用水から這い上

がり、近くの人に助けを求め救急車を呼んでもら

い、総合病院へ搬送、さらに施設の整った総合病

院へ再搬送、骨盤骨折、右大腿部にヒビ、右手第

道幅２ｍ、斜度24°
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３指挫傷、即入院となった。

前日、天候が悪く作業が終了して

おらず、気持ちがイライラしており、

朝７時から２枚の田起こしをし、次

の田に移動中での事故であった。

以前にもスコップを持って片手運

転をしている。スピードは押さえ、

慎重な方であり、現場は傾斜もなく、

道幅も十分あったために、片手運転

がそれほど危険な動作とは思ってい

なかった節がある。ハンドルを両手

で持つなど、基本中の基本を守って

いれば防げた事故である。なお、安全フレームは装着されていなかった。フレームがあれ

ばもう少し軽傷で済んだかもしれない。

NO3（ 4月、男・84歳）

建設会社でのその日の仕

事を終え、夕方５時頃、数

枚の田を耕そうと思い、１

枚終えて、斜度11°、道幅

１mというトラクター幅ギ

リギリの急坂を走行中、前

輪が浮き上がり、後ろ向き

にひっくり返って約3ｍ下

の石の上に転落。トラクタ

ーも本人の上に落ちてきて、

本人の右上腕に当たってか

ら少し下で横にあった空き

地に落ちた。普段は降ろしている作業機の尾輪を下ろしていなかった。また、いつもはし

ているブレーキの連結ロックをしていなかった。

１枚の下の田を終え、上の田までの移動距離はわずかである。そのわずかな距離という

意識か、いつもはしているブレーキの連結ロック、また斜面走行時には常に降ろしている

尾輪を上げたままであった。「ほんのちょっとの時間、距離でも、危険はいつものとおり、

常在している」のである。わずかな距離・時間でも安全確保はいつものとおりしなければ

いけない、典型例である。なお、当時生産組合長をしており、翌日の会議を控え、焦りも

事故の誘因となっていたと考えられる。

NO4（ 4月、男・76歳）

下の田を終え、すぐ上の田に斜度16°幅1.8ｍの道を上っていて、ハンドルを切ったとき、

連結ロックのしていないブレーキを踏んみ片ブレーキとなり、半回転して約１m下の圃場

 前輪が浮き上がって 
後ろ向きにひっくり返
り、左の法面を転落 

ここの圃場を耕し
終えて、上の圃場に
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にトラクターもろとも転落し、トラクターの下敷きになったものである。スピードは、Ｍ

の２にギアを入れており、斜面走行をするには速すぎる。幸い落ちた圃場が柔らかかった

ので軽い打撲程度ですんだ。

この事例も、ほんのちょっとの距離や時間でも危険は同じであり、安全対策は、いつも

のとおり行わなければならなかった。

＊トラクターの転倒・転落事故を防ぐために

今回の事例は、

①走行中、とくに斜面ではスピードを出さない

②走行中はブレーキの連結ロックをする

③走行中、とくに斜面ではロータリー等作業機を極端に上げない

ことで防げた事例である。とくに、ほんのちょっとの移動や時間であっても、危険は同

じであり、安全対策は、いつものとおり、原則どおり基本に忠実に実行されなければなら

いない。

なお、片手ハンドルでの運転は、全く論外である。しかし、このような不正常な行為は、

知らず知らずに行なっていることが多い。このような事例を他山の石として、多くの事例

を収集し、危険行為のリストづくり、自分だけの事例とせず共有化を図り、一般化するこ

とが重要であり、その意味で今回の事例は貴重な事例と言える。現在は、携帯電話をもっ

て運転する可能性もある。普通の車の運転でも危ない行為であり、ましてトラクターの安

全設備は、車に比べはるかにレベルが低い。そういう意味では、乗用トラクターは危険と

隣り合わせの危険車両といえる。基本中の基本を守ることが肝要である。

（２）トラクターの昇降、その周辺での移動中、転倒した事例

事例 NO5、NO6、NO7、NO8は、本来乗ったり、移動に使ってはならない、車輪やクロー

ラーの上を歩いていて、滑って受傷した事例である。

NO5（ 4月、男・59歳）

NO5は、クローラ（キャタビラ）トラ

クター（98PS、使用年数約3年）に3.6

ｍの代かきハローを装着して代かき作

業を始める際、均平板を下ろしていな

いことに気付き、後の均平板昇降レバ

ーを操作するためキャビンから出て図

のようにクローラの上を伝ってハロー

に足を乗せたときに右足が滑り転倒し、

右胸側部を強打した。翌日、病院で診



- 56 -

察、肋骨にヒビが入っており、湿布薬を処方されている。

本来は、代かき作業前に均平板を降ろしておく

べきだった。その時履いていたのは、滑りやすい

水田長靴であった。

現在は、トラクターの運転席から操作できる装

置も開発されているが、30万円と高額である。

この事例の場合、本来乗って移動するところで

はない、クローラーを伝って移動したことが原因

であるが、「ついつい」利用したくなるような構

造である。

また、このトラクターの事例だけでなく、さまざまな場面で水田長靴は軽くて大変便利

である。が、そもそもこの水田長靴は、往時、手植え時代、長時間水田に入っていること

を念頭に「軽くて、水に直接浸からなくてもいい」をコンセプトに作られたものである。

そのため、軽量であり、靴底の溝は浅く、事例のごとく極めて滑りやすい構造になってい

る。その構造を変えないまま、身体に荷重がかかる作業や滑りやすい場面で汎用されてい

るのが現状である。

今後、現代のニーズ合わせ、全体は軽量だが靴底は滑りにくい、深め目の溝を刻んだよ

うな靴の開発を望みたい。

NO6（ 4月、男・47歳）

NO6は、クローラトラクター（98PS、使用年数２年）にサ

ブソイラを装着して芯土破砕作業を行う際に、トップリン

クの長さを変えて耕深調整するため、トラクターから前向

きに降りようとしたとき、右足をクローラに乗せて体重を

かけた瞬間に滑って転倒し、右手を凍結した地面につき、

右手首を骨折した事例である。

この構造のステップでは、乗車する時は、手

前の１段目のステップはよく見えるが、逆に降

りるときは、クローラーが邪魔となり見えにく

い。まして、前向きに降りると、１段目のステ

ップは死角に入り、確実に足を入れることが困

難である。

トラクターから降車する際は、後ろ向きに降

りること、かつ、ステップの位置の工夫が必要

と考えられる。

均平板
昇降レバー

均平版

１段目のス
テップ

２段目のス
テップ
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NO7（11月、男・61歳）

NO7は、粘土質の土壌地帯での田起

こしでの事故である。10時頃から作

業開始して１時間、晴れていたが、

数日前に降った雨で、湿り気があり、

何度かロータリーに絡みついた土を

取り除いていた。田の縁に来たとき

再び粘土を取るため、トラクターか

ら降りる時、靴に付着していた粘土

で滑り、勢いあまって、幅30ｃｍ、

深さ48ｃｍのＵ字溝にはまり、左膝

の半月板を打ちつけ損傷した。

この乗用トラクターは40年前に購入したもの

で、乗降環境は極めて悪い。運転席のステップ

は地面から54ｃｍの高さにあり、特別高いとい

うわけではないが、、乗降用ステップはなく、

直接降りるしかない。しかも、運転席周りが狭

い。ハンドルとタイヤカバーとの間は26ｃｍし

かなく、乗り降りが窮屈である。

このように40年前の機械も農村現場ては現役

で使われている例が少なくない。現在では普通

になっている安全設計の考え方とは、かけ離れ

た作りである。

現在、国では安全フレームのないトラクターの更新の際、補助をして買い換える制度が

発足されている。もちろん、当該の機械も安全フレームがなく対象機種ではあるが、補助

金額が十分ではなく、制度そのものの利用者は少ない。この補助制度をさらに充実させ、

安全な機械への更新を促進してもらいたいものである。

NO8（ 5月、男・74歳）

NO8は、代かき作業初日、作業中に

後ろのロータリーから異音が聞こえ

たので、エンジンは停止せずに、ロ

ータリーの刃の回転も止めずに点検、

弛んでいたボルトを締めた。修理後、

タイヤの補助車輪の上に乗って、運

転席に乗ろうとしたとき、足が滑べ

り落下。落下する際に手がトラクタ

ーのレバーに当たり、「前進」に入っ

てしまった。そのためトラクターが

動き出し、車輪に轢かれ受傷した。
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このような場合、当然、乗車位置から乗るのが一般的であるが、タイヤに乗っての乗車

は常日頃行なっており、気にはしていなかった。また、当日は雨が降っており、滑りやす

いのは分かっていた。

この事例の場合、刃の緩みなどの一般的な点検は、事前に済ませておくべきであった。

また、日常的な不正常な乗車行為が事故を招いたと言える。

（３）傾斜地などに駐車中、自然に動き出して起こった事故

NO9、NO10は、傾斜地にトラクターを停車していて、坂であったので自然に動き出し、慌

てて止めようとして起こった事故である。

NO9（ 5月、男・58歳）

友人に借りたトラクターで小さな水

田の代かきを終え、畦を越えて道に出

て、坂道に駐車した。その際畦を少し

壊したので、降りて鍬で直そうとして、

ふっとトラクターをみると動き出して

いた。慌てて飛び乗り、ブレーキを掛

け、サイドブレーキを引いたが止ま

らず、左側の川に向かっていた。咄

嗟の判断で右側に飛び降り、右肩を

強打した。

トラクターは途中、腐った木の幹

に引っかかったが、そのまま、7ｍ下

の川に腹を出して落ちた。

停車した道の斜度は12°。2速にギ

アを入れエンジンを切っていた。た

だし、借りたフォードのサイドブレ

ーキは引っ張る方式のもので、カチ

ッと音がしたのでいいと思っていた

のだが、実際は掛かっておらず、戻

ったときの音を勘違いしたようだっ

た。

また、作業機はこの時上げたまま

であり、降ろしてあれば動かなかっ

たはずである。

トラクターなどすでに使っている機械であっても、今回の事例のごとく、別の機種であ

ったり、他の人から借りたりする場合、改めて動作確認を事前にしておくことが大切であ

る。それぞれの機械にそれぞれの癖があり、トラクターではブレーキ機構が統一されてお

らず、とくに注意が必要である。将来的に車のごとく、機能的な操作方法は統一してもら
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いたいものである。

NO10（10月、男・55歳）

朝6時から代かき作業をし、8時

頃終了し、トラクターを圃場から

斜度14°の傾斜地である乗り入れ

口に止めたときの事故である。サ

イドブレーキを引き、ギアはニュ

ートラルにし、エンジンを切った。

車輪の補助のツメを収納していた

とき、トラクターが動き出したの

で慌ててトラクターを止めようと

したが、ブレーキのある右側でな

く、左のクラッチ側にいたため、

フットブレーキを踏むことができ

ず、右側のクラッチを左手で切って変速ギアを右手で入れて止めようとした。その結果、

どのギアもクラッチもかかっていない完全なニュートラル状態となってしまい、トラクタ

ーが加速しはじめた。その加速した勢いで左足が滑って転倒。後部車輪に轢かれて、肋骨

にヒビが入った。

作業後の8時半から地元の営農組合の集まりがあり、焦っていた。また水口の水も止めて

おらず、気持ちがそちらに向いていた。サイドブレーキをしっかり踏み込んだか、記憶し

ていない。

＊傾斜地での駐車

これらの事例のごとく、傾斜地での停車では

①サイドブレーキを確実にかける（各メーカー毎にブレーキ操作が異なる）

②作業機は地面に降ろしておく

③エンジンは止め、傾斜方向逆側にギアを入れておく

などが必要である。２番目の事例では、ギアをニュートラルとしており、逆方向へのギア

が入っていない。

ところで、サイドブレーキは坂道発進などを前提に、ブレーキの引き方により、強くも

なり弱くもなるようになっている。しかし、今回の事例のように完全に止まってほしいと

きには、全く別の機構でロックされ、車輪が全く動かない装置を装着できないものだろう

か。技術的、価格の面もあると思われるが、検討してほしい課題である。
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（４）作業機の取り替え中に起きた事故

NO11、NO12は作業機の取り替え中に起きた事故である。

NO11（ 5月、男・70歳）

代かきが終わり、約20ａの

畑作のため、畝立て機を設置

するときの事故である。前年

に購入し設置したアタッチメ

ントのピンを抜いた途端、強

力なバネの力で、一気に畝立

て機が跳ね上がった。それが

顔面を直撃し、脳震盪を起こ

した。出血および内出血がひ

どかったが、治療はしなかっ

た。

畝立て機そのものは以前か

ら使用していたが、いちいち

取り外さなくてもいいように、畝立て機

を上げ下げできるアタッチメントを業者

につけてもらった。

この事例では、このアタッチメントを

取り付けた業者が使用方法を十分に伝え

ていなかった。また、強力なバネが使っ

てあり、ピンを抜くと、一気に跳ね上が

る構造になっていた。バネが強力なだけ

に、持ち上げる力は少なくて済むが、そ

の分、危険を増す。

このようなアタッチメントは、もう少

しゆっくり上がる構造に改良ができない

か。また、このようなマイナーな道具・

機械は、安全性向上へ向けた取り組みも行き届かずに、市販されていることが多い。機械

事故の盲点とも言える。

畝
立

て
機

ピンを取ると強力なバネで、
下から一気に跳ね上がり顔面直撃
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NO12（ 5月、男・47歳）

庭先でトラクターのロータリーを外すため、

尾輪のピンを抜いていたときの事故である。ロ

ータリーを持ち上げたがすぐにするっと落ちな

かったので、深耕ロッドの確認をしていたとき、

尾輪が抜け落ち、右足第４趾を直撃した。３日

間我慢したが、痛み取れず、接骨院へ行った。

この事例では、通常尾輪はピンを抜いて、作

業機を上げると抜け落ちるのだが、トラクター

は23年も経っていて古く、錆びており、そのた

めにすぐには抜け落ちなかった。一時的に引っかかった状態が、なにかのきっかけで尾輪

が落ちたのである。

現在、日本では多くの古い農業機械が数多く現役で稼働している。この事例のみならず、

一時的に引っかかっていたり、見た目には大丈夫だが、実は危険な状態なものが数多く存

在する。古い農業機械への対応が課題である。

＊作業機取り替え事故

とくに、トラクターは作業機を取り替えて、さまざまな作業を行う。現在は、ワンタッ

チでロータリーやハローを交換できるものが数多く市販されている。しかし、古い機械で

は、そのような機能が必ずしも付いておらず、ユニバーサルジョイントの交換時や、作業

機の交換時に多くの事故が発生している。

古い機械でも作業機の交換が容易に出来るアタッチメントの開発や、開発されたアタッ

チメントの安全性を高める努力が今後とも必要である。とくに、高齢化が進み、重い作業

機を力任せに個人で交換することのないような、地域での支え合う体制づくりも必要であ

る。

（５）その他の事例

①トラクターのボンネットに昇ろうとして転落した事例

NO13（ 7月、男・70歳）

午後、500ｍ×500ｍ以上ある一筆30h

aの牧草地での事故である。一番草の刈

取り作業をモーアコンディショナを100

PSのトラクターでけん引していた。2周

外周を刈り終わり、センターの位置で

中割直線ですすめるために、500ｍ先の

木にくくりつけた目印を確認しようと

した。しかし、牧草地がアップダウン

しているので見えなかった。そこで、
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少し高いところに上ろうとして、キャビンからフロントローダ基部に左足をかけて左手で

手すりをつかんでボンネットに乗ろうとしたところ、バランスを崩して背中から落下し、

ステップ 下段に腰を強打した。

事故後、痛みをこらえてスタックサイロの

踏圧作業を続けていたが、持病のための血液

サラサラ薬を服用していたため、打撲部の内

出血が酷く、2日後に病院受診、そのまま1週

間の入院となった。6年前（2005年5月頃）に

脳梗塞で3週間ほど入院しており、それ以来

めまいに悩まされていた。また、左肩の腱3

本のうち1本が切れており、頭を左に回すこ

とが不自由であった。さらに、当日は雨が降

りそうな天候で、気が焦っていた。

この事例は、トラクターを脚立替わりに

ボンネットに上り、見晴台として使用した

ものである。もちろん原則やってはいけな

い行動であるが、農作業現場では、一人作

業が多く、いちいち 良の機材を準備する

ことが困難である。さらに今回の場合、70

歳のご本人自身、身体的既往があり、必ず

しも体力的に十分ではなく、ボンネットに

上がるときも体力が十分あったか疑問であ

る。しかし、現実の日本農業はこのような

方々に支えられているのである。

さらに、ご本人は血液サラサラ薬を飲んでおられ、服薬していない人より内出血がひど

い。安易に考えず、すぐに受診することが肝要である。

樹木にくくりつけた目印

樹木につけた目印、500m先の反対側からは
アップダウンのため見えない。中間の250m

地点まで来てようやく見える
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②止めておいたトラクターのロータリーに巻き込まれた

NO14（ 9月、男・54歳）

NO4の事例は、約20ａのダイコン畑

の枕地での事故である。友人からもら

った白菜の苗を植えるため、16PSの乗

用トラクター（安全フレームなし）に

マルチャを装着したロータリー作業幅

約1.2ｍを取り付けて耕うんしながら

マルチング作業を行なっていた。

２畝分を作業し終え、畑に隣接する

舗装道路（幅3ｍ、畑との段差7ｃｍ）

にトラクタの前後輪を乗り上げ（道を

塞いだ状態）、ロータリを上昇させた状態で、マルチをカッターナイフで切るためにトラク

ターを降りた。その際、エンジンを止めず、かつPTOクラッチを切らずロータリーは回転し

たまま、駐車ブレーキもかけなかった。

もう少しでマルチを切り終えるというところで、一般車が道を空けるようクラクション

を鳴らしながら接近してきたため、顔を上げた瞬間、トラクターが後進してきて、ロータ

リに右脚（大腿から足首にかけて）が接触した。はじかれたような感覚がして、気がつく

とロータリのすぐ後ろで、頭をトラクタ－進行方向右に向けて、仰向けになって倒れてい

た。

接近してきた一般車は現場から立ち去っ

たため、本人が大声を出して近所の人を呼

び、救急車で近くの中学校に搬送、そこか

らドクターヘリで救急搬送された。入院１

年（骨接合、皮膚・筋肉の移植等の手術を

計６回）、雑菌による化膿対策のため、その

後も定期的に通院。神経を取ったため、感

覚が全くない。一時は歩行や車の運転がで

きるまでに回復したが、その後、別の病気

のため、歩行が困難になり、車いす生活を

余儀なくされた（障害者２級）。現在は、本人が農作業をすることはできないため、隣に住

む叔父と妻が営農を切り回している。

この事例は、自分の事故経験を今後の農作業事故防止に役立ててほしいと、直接連絡が

あり、調査に出向いた例である。

この事故の原因の多くは、本人の作業安全に対する基本的に遵守すべき事項が守られて

いなかったことにある。トラクターを路上停車し、別の作業に取りかかろうとしていたが、

ａ．駐車ブレーキ、サイドブレーキをかける

ｂ．ロータリーが必要でないときは、常にPTOを切り、ロータリーの回転を切る

ロ
ー
タリ

ー

トラクター

白菜の苗をもらい、マルチがけが終わり、トラクターをエンジンを
かけたまま、ロータリーは回転させたまま、サイドブレーキをせず
に、道路に直角におきマルチを切り取っていたところ、右手から
乗用車がクラクションをならしてやってきてので、慌ててトラクター
を動かそうトラクターに乗ろうしてトラクターが自分の所に向かっ
てきてロータリーに右足が巻き込まれた。
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このことが、習慣になっていない。

さらに、格納されているトラクターの

ブレーキの連結ロックは、外したままで

あった。安全操作の基本的事項がしっか

り教育され、身につけておく必要がある。

さらに、路肩と圃場も図のごとく、段

差が7ｃｍあり、また道路もわずかであ

るが、圃場に向かって傾斜していた。後

輪は路肩ギリギリに止めたと思われ、ロ

ータリーの回転などの振動で「ゴットン」と路肩から落ち、本人に回転したままのトラク

ターが向かって行ったと思われる。

この圃場の境と路面との段差は、道路が造成された時は当然無かったはずであるが、年

月が経つ毎に風化し崩れ、大きな段差を作り、今回の事故の要因の一つとなったと考えら

れる。

全国の農地の区画整理が行われた所の多くが年月を経ている。整備後のメンテナンスが

されず、畦が崩れ、法面の土が落ち、傾斜地の道路がくぼみ、用水が水漏れするなど、結

果として不安全な環境がいたる所に出現している。

安全な農作業を行う環境を整えるには、将来にわたって環境のメンテナンスが出来る行

政的支援が大切である。

③借用したトラクターを動かし、フロントローダーが上がり、フロントガラスを直撃

NO15（ 8月、男・80歳）

借用したトラクターのエンジンを掛けたところ、いきなりフロントローダーが一杯に上

昇し、フロントガラスを突き破り、乗っていた本人の長靴にガラス破片が入り、足を負傷

したものである。

トラクターを動かすことはできても、それぞれの機種の特徴、さらには先に使っていた

人が思いがけない操作で終了していることもある。始動時は、必ず貸す側が始動し、操作

の確認をすべきである。

＜トラクターの事故をなくするために＞
以上、トラクターの事故の要因分類をしたが、草刈機事故と同様、個々の事例は分類し

た項目以外に、複層的に要因が絡んでいてほとんど単一要因のものははない。

今回の事例を、場面別に下記のとおり要因分類した。

①トラクターと共に転落した

②トラクターの昇降、その周辺での移動中、転倒した事例

③傾斜地などに駐車中、自然に動き出して起こった事故

トラクター

後 輪
の位置

前輪

斜度１°

斜度5～6°

ロータリー

段
差
７cm
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④作業機の取替中に起こった事故

⑤その他

個々の事例は、これらの要因、さらには別の要因なども絡んで発生している。

とくに、トラクターの場合、基本的な運転技術、また 低限の安全確保の知識と技術の

研修が不可欠である。

（１）わずかな距離の移動、時間でも、危険は変わらず存在

今回の調査で、いつもは「スピードを落とす、連結ロックはする、斜面ではロータリー

を上げない」のに、ほんのわずかな移動、すぐそこだから、短い時間だからと安全行為の

手抜きが重大な事故に繋がっていることが分かった。

人間は長い移動、長い時間の走行などであれば、危険を伴う時間も多く、意識して、安

全対策を取ろうとする。しかし、短い時間でも危険は変わらない。「ちょっとの時間・ち

ょっとの距離の移動こそ、 大の危険地帯」との意識付けが必要である。

（２）大型機械ほど貸し借りが → 操作手順の確実な伝達を

トラクターなどの大型機械は、個人所有のものもあるが、お互いに貸し借りしたり、組

織が保有する機械を使用する機会も多い。

当然、先に使った人の使用癖などで、サイドブレーキが引いてなかったり、ギアが定位

置に入っていなかったりなど、さまざまである。そのためにも、確認、確認が必要である。

たまたま借りた機械が、サイドブレーキのかけ方が違ったり、重心がいつもの機械とは

異なり、思ったより前輪が浮き上がりやすいなど、思いもかけない動きをすることが多々

ある。たとえ、トラクター操作に慣れているベテランでも、他人の機械や組織の機械を使

うときは、いつも初心者として、所有者から伝達を受けたり組織での研修を徹底すること

が重要である。


