
泡タイプ（空気混入）少量時 霧タイプ 多量時

資料編

●除草剤別推奨ノズル一覧表……………………………………………………………………82～86
●パッキン溝無メネジ用パッキンサイズ…………………………………………………………… 87
●カップリング、パッキン溝付メネジ用パッキンサイズ………………………………………… 87
●組・吸水継手、中芯用パッキンサイズ…………………………………………………………… 87
●ASB標準パッキン、オネジ用パッキンサイズ ………………………………………………… 87
●ホース抵抗による降下圧力………………………………………………………………………… 88
●ネジについて　Gネジ・SWネジ・Rネジ ……………………………………………………… 88

ラウンドアップマックスロードⓇ•タッチダウンiQⓇ
バスタⓇ•ザクサⓇ•プリグロックスL 等

使用除草剤

吐　出　量

使用防除機

少量時　0.2MPa時　0.7ℓ/min
多量時　0.2MPa時　1.7ℓ/min

人力・バッテリー噴霧機
（圧力0.5MPa以下）

霧替噴口G¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
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泡タイプ（空気混入）少量時 霧タイプ 多量時

資料編

●除草剤別推奨ノズル一覧表……………………………………………………………………82～86
●パッキン溝無メネジ用パッキンサイズ…………………………………………………………… 87
●カップリング、パッキン溝付メネジ用パッキンサイズ………………………………………… 87
●組・吸水継手、中芯用パッキンサイズ…………………………………………………………… 87
●ASB標準パッキン、オネジ用パッキンサイズ ………………………………………………… 87
●ホース抵抗による降下圧力………………………………………………………………………… 88
●ネジについて　Gネジ・SWネジ・Rネジ ……………………………………………………… 88

ラウンドアップマックスロードⓇ•タッチダウンiQⓇ
バスタⓇ•ザクサⓇ•プリグロックスL 等

使用除草剤

吐　出　量

使用防除機

少量時　0.2MPa時　0.7ℓ/min
多量時　0.2MPa時　1.7ℓ/min

人力・バッテリー噴霧機
（圧力0.5MPa以下）

霧替噴口G¹⁄₄泡（空気混入）タイプ

広角除草噴口W型

グラッパーW型
（カバー付）

バスタⓇ•ザクサⓇ•プリグロックスL 等
使用除草剤

除草剤噴口G¹⁄₄霧タイプ
（エルボ付）

バスタⓇ•ザクサⓇ•プリグロックスL 等
使用除草剤

吐　出　量

使用防除機

0.2MPa時　2.0ℓ/min

人力・バッテリー噴霧機
（圧力0.5MPa以下）

吐　出　量

使用防除機

0.2MPa時　2.2ℓ/min

人力・バッテリー噴霧機
背負い動噴（圧力1.0MPa以下）

広角除草噴口W型G¹⁄₄霧タイプ
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Z1-J

Z1-J

人力用（カバー付）

Z1-D

Z2-J

Z2-D
Z2-D

バスタⓇ•ザクサⓇ•プリグロックスL 等
使用除草剤

吐　出　量

使用防除機

人力用　0.3MPa時　1.4ℓ/min
動力用　1.0MPa時　1.0ℓ/min

人力用　人力・バッテリー噴霧機（圧力0.5MPa以下）
動力用　バッテリー噴霧機（高圧0.5MPa以上）
　　　　背負い動噴（圧力1.0MPa程度）

Zノズル人力用・動力用1頭口G¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
（人力用1頭口Z1-J ／ 動力用1頭口Z1-D）

バスタⓇ•ザクサⓇ•プリグロックスL 等
使用除草剤

吐　出　量

使用防除機

人力用　0.3MPa時　2.8ℓ/min
動力用　1.0MPa時　2.0ℓ/min

人力用　人力・バッテリー噴霧機（圧力0.5MPa以下）
動力用　バッテリー噴霧機（高圧0.5MPa以上）
　　　　背負い動噴（圧力1.0MPa程度）

Zノズル人力用・動力用2頭口G¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
（人力用2頭口Z2-J ／ 動力用2頭口Z2-D）
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W-1L

W-1L W-2L

W-2L

バスタⓇ•ザクサⓇ•プリグロックスL 等
使用除草剤

ウィードノズルG¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
円形散布W-1L（エルボ付） ／ 扇形散布W-2L（エルボ付）

吐　出　量

使用防除機

1.0MPa時　1.6ℓ/min

人力・バッテリー噴霧機・背負い動噴
（圧力1.0MPa程度）

バスタⓇ•ザクサⓇ•プリグロックスL 等
使用除草剤

ウィードスズランG¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
（2頭口W-2S-2 ／ 3頭口W-2S-3 ／ 4頭口W-2S-4 ／ 5頭口W-2S-5） 扇形散布

吐　出　量

使用防除機

2頭口　1.0MPa時　3.2ℓ/min
3頭口　1.0MPa時　4.8ℓ/min
4頭口　1.0MPa時　6.4ℓ/min
5頭口　1.0MPa時　8.0ℓ/min

2頭口　人力・バッテリー噴霧機・背負い動噴
　　　  （圧力1.0MPa程度）
3頭口　背負い動噴・動力噴霧機
　　　  （圧力1.0MPa程度）
4頭口・5頭口
　　　  動力噴霧機（圧力1.0MPa程度）

バスタⓇ•ザクサⓇ•プリグロックスL 等
使用除草剤

ウィードスズランG¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
（2頭口W-1S-2 ／ 3頭口W-1S-3 ／ 4頭口W-1S-4 ／ 5頭口W-1S-5） 円形散布

吐　出　量

使用防除機

2頭口　1.0MPa時　3.2ℓ/min
3頭口　1.0MPa時　4.8ℓ/min
4頭口　1.0MPa時　6.4ℓ/min
5頭口　1.0MPa時　8.0ℓ/min

2頭口　人力・バッテリー噴霧機・背負い動噴
　　　  （圧力1.0MPa程度）
3頭口　背負い動噴・動力噴霧機
　　　  （圧力1.0MPa程度）
4頭口・5頭口
　　　  動力噴霧機（圧力1.0MPa程度）

Z1-J

Z1-J

人力用（カバー付）

Z1-D

Z2-J

Z2-D
Z2-D

バスタⓇ•ザクサⓇ•プリグロックスL 等
使用除草剤

吐　出　量

使用防除機

人力用　0.3MPa時　1.4ℓ/min
動力用　1.0MPa時　1.0ℓ/min

人力用　人力・バッテリー噴霧機（圧力0.5MPa以下）
動力用　バッテリー噴霧機（高圧0.5MPa以上）
　　　　背負い動噴（圧力1.0MPa程度）

Zノズル人力用・動力用1頭口G¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
（人力用1頭口Z1-J ／ 動力用1頭口Z1-D）

バスタⓇ•ザクサⓇ•プリグロックスL 等
使用除草剤

吐　出　量

使用防除機

人力用　0.3MPa時　2.8ℓ/min
動力用　1.0MPa時　2.0ℓ/min

人力用　人力・バッテリー噴霧機（圧力0.5MPa以下）
動力用　バッテリー噴霧機（高圧0.5MPa以上）
　　　　背負い動噴（圧力1.0MPa程度）

Zノズル人力用・動力用2頭口G¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
（人力用2頭口Z2-J ／ 動力用2頭口Z2-D）

ASABA SPRAY PARTS   85



人力用

人力用

人力用（カバー付）

動力用（カバー付）

動力用

ラウンドアップマックスロードⓇ•タッチダウンiQⓇ
サンフーロン 等

使用除草剤

吐　出　量

使用防除機

人力用　0.2MPa時　0.6ℓ/min
動力用　1.0MPa時　0.5ℓ/min

人力用　人力・バッテリー噴霧機（圧力0.5MPa以下）
動力用　バッテリー噴霧機（高圧1.0MPa程度）
　　　　背負い動噴（圧力1.0MPa程度）

スーパー25人力用・動力用G¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
（人力用・動力用1頭口）

ラウンドアップマックスロードⓇ•タッチダウンiQⓇ
サンフーロン 等

使用除草剤

スーパー25縦型2頭口・3頭口G¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
（2頭口W-2S-25 ／ 3頭口W-3S-25）

吐　出　量

使用防除機

2頭口　1.0MPa時　0.9ℓ/min
3頭口　1.0MPa時　1.4ℓ/min

バッテリー噴霧機（高圧1.0MPa）
背負い動噴（圧力1.0MPa程度）

ラウンドアップマックスロードⓇ•タッチダウンiQⓇ
サンフーロン 等

使用除草剤

スーパー25スズランG¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
（2頭口MS-2S-25 ／ 3頭口MS-3S-25 ／ 5頭口MS-5S-25 ／ 7頭口MS-7S-25）

吐　出　量

使用防除機

2頭口　1.0MPa時　0.9ℓ/min
3頭口　1.0MPa時　1.4ℓ/min
5頭口　1.0MPa時　2.4ℓ/min
7頭口　1.0MPa時　3.3ℓ/min

2頭口・3頭口
　バッテリー噴霧機（高圧1.0MPa）
　背負い動噴（圧力1.0MPa程度）
5頭口・7頭口
　動力噴霧機（圧力1.0MPa程度）
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人力用

人力用

人力用（カバー付）

動力用（カバー付）

動力用

ラウンドアップマックスロードⓇ•タッチダウンiQⓇ
サンフーロン 等

使用除草剤

吐　出　量

使用防除機

人力用　0.2MPa時　0.6ℓ/min
動力用　1.0MPa時　0.5ℓ/min

人力用　人力・バッテリー噴霧機（圧力0.5MPa以下）
動力用　バッテリー噴霧機（高圧1.0MPa程度）
　　　　背負い動噴（圧力1.0MPa程度）

スーパー25人力用・動力用G¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
（人力用・動力用1頭口）

ラウンドアップマックスロードⓇ•タッチダウンiQⓇ
サンフーロン 等

使用除草剤

スーパー25縦型2頭口・3頭口G¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
（2頭口W-2S-25 ／ 3頭口W-3S-25）

吐　出　量

使用防除機

2頭口　1.0MPa時　0.9ℓ/min
3頭口　1.0MPa時　1.4ℓ/min

バッテリー噴霧機（高圧1.0MPa）
背負い動噴（圧力1.0MPa程度）

ラウンドアップマックスロードⓇ•タッチダウンiQⓇ
サンフーロン 等

使用除草剤

スーパー25スズランG¹⁄₄泡（空気混入）タイプ
（2頭口MS-2S-25 ／ 3頭口MS-3S-25 ／ 5頭口MS-5S-25 ／ 7頭口MS-7S-25）

吐　出　量

使用防除機

2頭口　1.0MPa時　0.9ℓ/min
3頭口　1.0MPa時　1.4ℓ/min
5頭口　1.0MPa時　2.4ℓ/min
7頭口　1.0MPa時　3.3ℓ/min

2頭口・3頭口
　バッテリー噴霧機（高圧1.0MPa）
　背負い動噴（圧力1.0MPa程度）
5頭口・7頭口
　動力噴霧機（圧力1.0MPa程度）
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■圧力の換算
　1〔MPa〕＝10.197〔kgf/ ㎠〕

　ホース抵抗による降下圧力Pは一般に次式で表される。

　つまり降下圧力は
　　①送水量の 2乗に比例する。
　　②ホースの長さに比例する。
　　③ホースの内径の 5乗に反比例することがわかる。
　図 1 は式⑴を基に、ホースの長さ 100〔m〕当りの送水量、ホー
スの内径、降下圧力の関係を表したものである。
　尚、式⑴、図 1 はホースの曲がり等による圧力損失をゼロとして
いるので、実際の降下圧力は多少大きくなる。
　　　　　　　　　　　～図 1の使用例～
　スーパートップ噴口 35 型を長さ 100〔m〕のホースにつないで使
用する場合。
　スーパートップ噴口 35 型は、噴口圧力 2.0〔MPa〕にて吐出量が
35〔ℓ/min〕得られる。
　ホースの内径を 13〔㎜〕としたとき、ホース内の降下圧力は図 1
から次のように得られる。まず内径 13〔㎜〕のグラフを見て、送水
量（＝吐出用）35〔ℓ/min〕との交点の降下圧力を読むと約1.5〔MPa〕
であることがわかる。（これは⑴式に Q＝35、ℓ＝100、d＝13 を代
入しても求められる。）
　よって噴口圧力を 2.0〔MPa〕にするためには、動噴の吐出圧力
が 2.0＋1.5＝3.5〔MPa〕以上なければならないことがわかる。

Q：送水量〔ℓ/min〕
ℓ ：ホースの長さ〔m〕
d：ホースの内径〔㎜〕

P〔MPa〕 ＝4.7×　　　　　　 ⑴
Q² ℓ
d⁵

　現在、噴霧機関係の接続部（特にノズル、組継手等）に使用され
ているネジにはGネジ、RネジとSWネジの 3系列あります。
　Gネジは従来の呼びのPF管用平行ネジと同等であり、Rネジは従
来の呼びのPT管用テーパネジと同等です。
　SWネジはすでに廃止されたネジです。
　そこでASABAでもGネジ、Rネジを基本と考えGネジ、Rネジに
統一を図っています。
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