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参考資料

１ 簡易草地更新機の特徴

各機種の特徴は表のとおりですが、簡単に紹介すると、以下のとおりです。

作溝（狭条）法の作業機

(1)オーバーシーダ

１０cm間隔で作溝し、15～20mmの深度に播種し、鎮圧します。草地の凹凸

にも追随します（写真１～４ 。）

(2)ハーバーマット

８cm間隔で作溝し、15mmの深度に播種し、鎮圧します。施工速度が速く、

草地の凹凸にも追随します（写真５～８ 。）

作溝（通常）法の作業機

(3)シードマチック

コールタと独自形状のオープナーで、15cm間隔で作溝、播種します。施肥

の有無など機種のバリエーションが豊富です（写真９～12 。）

(4)パスチャードリル

コールタと独自形状のオープナーで、18cm間隔で作溝、播種します。施工

速度が速く、草地の凹凸にも追随します（写真13～16 。）

(5)グレートプレイン

、 、 。コールタとオープナーで18cm間隔で作溝 播種し ディスクで鎮圧します

草地の凹凸に追随します（写真17～20 。）

穿孔法の作業機

(6)グランドホッグ

回転軸に手裏剣状に付いている鉈刃で地表面に穿孔を作り、シードボック

スから下がるワイヤが振動で種子を落とします（写真21～24 。）

部分耕耘法の作業機

(7)ニプロ

畦幅は27cm間隔で、15mm幅の回転刃で作溝、播種し、ディスクで鎮圧しま

すので、溝内の播種牧草の定着密度が高いことが特徴です（写真25～28 。）
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簡易更新機の写真

（１）オーバーシーダ（ブレド）

写真１ オーバーシーダ全姿 写真２ 15㎝の凹凸対応

写真３ 播種量調節部 写真４ 施工畦幅10㎝、播種深20mm

（２）ハーバマット

写真５ ハーバーマット全姿 写真６ 作溝部、播種部、鎮圧部

写真７ ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝと種子回収時の状態 写真８ 施工畦幅8㎝、播種深15mm
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（３）シードマチック

写真９ シードマチック全姿 写真10 ｺｰﾙﾀ(作溝部)､播種部､Ｔｵｰﾌﾟﾅ

写真11 播種量調節部 写真12 施工畦幅15㎝、播種深40mm程度

（４）パスチャードリル

写真13 パスチャードリル全姿 写真14 ｺｰﾙﾀ(作溝部)とｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

写真15 ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝﾌﾞｰﾂｵｰﾌﾟﾅｰと播種部 写真16 施工畦幅18㎝､播種深40mm程度
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（５）グレートプレイン

写真17 グレートプレイン全姿 写真18 ｺｰﾙﾀー､ｵｰﾌﾟﾅ､播種部､鎮圧部

写真19 播種量調整部(ｷﾞｱ､目盛､ﾊﾝﾄﾞﾙ) 写真20 施工畦幅18㎝､播種深0～90mm

（６）グランドホック全姿

写真21 グランドホック全姿 写真22 穿孔作成部と振動ﾜｲﾔ

写真23 ﾎｯﾊﾟ部､種子調節ｽﾘｯﾄ､振動ﾜｲﾔ 写真24 施工痕、孔深は100mm強
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（７）ニプロ

写真25 ニプロ全姿 写真26 ロータリ部

写真27 種子ﾎｯﾊﾟ､送り部 写真28 施工畦幅27㎝､播種深15～30mm
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２ 簡易草地更新機の特徴比較表（2005.3）

施工法分類作溝(狭条)法 作溝(狭条)法 作溝(通常)法 作溝(通常)法 作溝(通常)法 穿孔法 部分耕耘法
機種名 OVERSEEDER Herbamat Seed matic Pasture drill Great Plains Ground Hog ニプロ

ﾀｲﾌﾟ
12010、12510、

12910
KHM250

3000ｼﾘｰｽﾞ
3100ｼﾘｰｽﾞ
ﾗﾝﾁｬｰﾓﾃﾞﾙ

10,13,16,19条 705NT
GH-8
GH-10

PRN-801

取扱会社
コーンズ・エー
ジー

イセキ Gallagher AGE Newholand IDEC IDEC 松山製作所

作業幅(cm) 200,250,290 250 180,210,240,300 180,230,290,340 210
240
300

250

条間(cm) 10 8 15 18 18 20 27

畦（条)数 20、25、29 30 12,14,16,20 10,13,16,19 11 14 8

種子箱、㍑ 321,396,456 360 230,290,300,369 160,210,260,310
麦状600：(400)

細粒：58
80 (3,1)/条が8組

肥料箱、㍑ － 290,375,460 220,285,352,420
200

(麦状ﾀﾝｸ内仕切)
なし 180

追随方式
ガイドシュー付き
スプリング独立
懸架

２畦組、独立懸
架、

油圧制御

スプリング
独立懸架

ｺｲﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ（圧
可変）

独立懸架
独立懸架 固定

並行リンク
独立懸架

播種深mm 15～20程度 15 20～40程度 表層～100 0～90程度 表層 15～30程度

作溝作成 ダブルコールタ ブレード
コールタ+
ｲﾝﾊﾞｰﾄT
ｵｰﾌﾟﾅｰ

コールタ+
ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝﾌﾞｰ
ﾂｵｰﾌﾟﾅｰ

波刃ｺｰﾙﾀ＋２枚
円盤ｵｰﾌﾟﾅｰ

ﾅｲﾌ状ﾀｲﾝ
回転による穿孔

ﾀﾞｳﾝｶｯﾄﾛｰﾀﾘ

鎮圧
水量調整式ロー
ラ

鎮圧棒(ﾀｲﾝ) なし なし ディスク なし ディスク

所用馬力 70～ 60～ 60～ 60～ 80～
50～
70～

60～

価格、千円 2,205～3,045 2,600 1,980～5,034 3,400 4,120
1150～2050

+323(ｼｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ)
2,300

2003年8月7日 ﾃﾞﾓ走行時 根釧農試 調査ﾃﾞｰﾀ

作業速度
(km/h)

10.6 4.5 11.3 7.7 5.9 2.7

旋回時間
(sec)

24 38 20 32 28 55

作業能率
ha/hr

2強 0.8～1程度 2強 1.5程度 1～2程度 0.3～0.6程度

播種量ｷｬﾘ
ﾌﾞﾚｰｼｮﾝ

ﾀｲﾔ回転
から

ﾀｲﾔ回転
から

ﾚﾊﾞｰ(ﾀｲﾔ)
回転から

ﾀｲﾔ回転
から

ﾀｲﾔ回転
から

種子ﾎｯﾊﾟ
ｽﾘｯﾄ(微細調整

不可)

駆動輪回転
から

種子回収 掃除機不要 掃除機不要 掃除機必要 掃除機必要 掃除機必要 掃除機必要 掃除機必要

取り付け 3点 3点
３点

ﾄﾚｰﾙ(牽引)
3点 ﾄﾚｰﾙ(牽引) 3点 ３点,PTO
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