
主食用米50ha、飼料用米16ha、輸出用米6ha、
麦70ha、大豆40ha
従業員:本人、妻、息子、常時スタッフ2名、研修生1名、
パート2～3名

KSASの導入でほ場の見える化で指示が楽に

　稲、麦、大豆の輪作体系の中で、作期分散を図りながら経営

を行っています。毎年約5ha程度規模が拡大していて、今い

る従業員数では限界が近づいてきています。いかに作業を効

率化していくかが求められており、スマート農業を経営の中

に取り入れることで、効率化を図っています。その中で、

KSASを導入していて、息子世代が中心となって活用してい

ます。県をまたいでの管理をしているため、ほ場の枚数も莫

大で、分散しています。KSASの電子マップを活用すれば、ひ

と目で作業してほしいほ場の場所がわかるため、管理や指示

が楽になりました。

自動操舵補助システムの導入で
忙しい時期の人手不足解消

　麦の播種作業は、大豆跡になると正月まで続く場合があり

ます。少しでも効率化を図るため、麦播種の前に額縁と、ほ場

内明きょの施工をトプコン製の自動操舵補助システムを装着

したトラクタで行っています。今まで、2人1組で、旗を立て

て測量しながら作業を行っていました。自動操舵補助システ

ムを活用することで測量の人的ミスがなくなり、1人で精密

な溝掘り作業が行えるようになり、

忙しい時期には大きなメリットに

なりました。

農業用ドローンによる適期防除で
作物の品質向上

　農業用ドローンを昨年の9月に導入しました。今年、麦の赤

カビ防除では農業用ドローンを使用したのですが、委託の無人

ヘリ防除に比べ、適期に住宅近隣の防除もでき楽になりました。

近年、水稲ではカメムシが大量発生して、委託防除では適期を

逃し、被害粒が多発してい

ます。今後は農業用ドロー

ンを駆使して、適剤・適期

散布の検討を重ね、安定的

な良質米生産を図ってい

きたいと考えています。

次世代につなぐ農業の実現へ

コロナ渦に入ってから直売している業務用米が売れなくな

りました。米価も下がっていく中で、少しでも利益を上げる

ためには生産コストを削減していく必要があります。V溝乾

田直播の導入やドローン直播の試験栽培など、経営体にあっ

た技術を模索しながらコスト削減を図っています。地域の先

導的役割として、積極的にスマート農業や低コスト技術を駆

使し、息子や孫の代まで安

心して続けていける経営

体を目指します。

◀砂質土壌では、抑えすぎない
ドリルシーダで麦播種

▲団粒構造がしっかりして
いる土壌では、スリップ
ローラーシーダでしっか
り土を押さえることで、発
芽率を上げる

▲自動操舵補助システムを活用して、ほ場内明
きょを施工した丹羽トラクター様の麦ほ場。
品種はさとのそら（小麦）を作付

経営内容

▲防除を行う丹羽トラクター様保有のT20K

▲丹羽トラクター様の機械倉庫

三重県

★：丹羽トラクター様
：スズキファーム様★

桑名市 長
島
町

★
★

　令和2年3月に策定された、「食料・農業・農村基本計画」に

おいて、令和12年の生産努力目標は、小麦108万トン、大麦・

はだか麦23万トンと設定されています。国内産麦は、消費者の

国産思考の高まりを受け、近年需要が供給を上回る傾向が見ら

れ、麦生産は今注目されている作物です。

　三重県の麦の作付けは徐々に増加し、令和3年産の作付は

7,000haを超えるとともに、「あやひかり」や「さとのそら」

「ニシノカオリ」などへの品種転換、排水対策の徹底や暖冬の影

響もあり県平均単収が300kg/10aを超えるようになってき

ました。

　しかし、播種期や収穫時の降雨の影響を受けやすい麦作に

とって、いかに迅速に適期作業できる機械や人を確保するかが

課題となっています。

　三重県桑名市で、稲、麦、大豆のブロックローテーションで土

地利用型経営を行っている、丹羽トラクター様と、スズキ

新技術の実証情報を現地レポート！

三重県桑名市長島町

スマート農業
＋麦生産

大規模経営体を支えるスマート農業
麦栽培における活用で効率化を実現！

ク ボ タ  ソ リ ュ ー シ ョ ン レ ポ ー ト

2021年12月 お客様の声

水稲（主食用米）

乾田直播

大豆

麦

三重

愛知

三重

三重

愛知

三重

愛知

1月品目 地区 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

■丹羽トラクター様の輪作体系（2021年度）

移植

収穫

収穫

播種

収穫

移植 収穫

播種

播種

収穫播種

収穫

播種収穫

効率的な作業の実現には
スマート農業が必要
生産コスト削減を図り、
さらなる規模拡大を目指す

丹羽 一久 様

三重県桑名市長島町
丹羽トラクター

動画もご覧ください

ファーム様は、地域農業を支える大規模担い手組織です。それ

ぞれの経営体では、効率・高生産を図るため、スマート農業を

導入しています。今回のレポートでは、スマート農業を活用し

た麦生産に着目し、2つの経営体にお話をお伺いしました。

https://agriculture.kubota.co.jp/product/movie_redirect/solution/report410/sp_movie/


鈴木 剛 様

三重県桑名市長島町　
スズキファーム

代表

技術顧問  林 吉一

㈱クボタ

経営内容

水稲47ha、麦24ha、大豆12ha
+WCS用稲  収穫作業受託（みらい耕社22ha共同）
従業員：本人・父・母・常勤スタッフ1名・パート1～2名

省力的な麦の播種作業工程

スマート農機の導入で、
的確に作業が行え、
時間にも余裕が生まれてきた！

地域をけん引する担い手を
支えるスマート農業

　稲、麦、大豆の2年3作の輪作を行なっており、水稲は主食用

米の他に、長島地区の生産者で立ち上げた「みらい耕社」で、

WCS用稲にも取り組んでいます。この地域は砂壌土で排水性

も良く畑作に適しており、麦作については、ここ数年は天候に

も恵まれ、暗きょ無しでも安定した収量を上げています。麦の

品種は小麦「さとのそら」で、播種作業を、稲跡は11月上旬か

ら、大豆跡は12月上旬から行っています。事前に耕すと雨後

にほ場の乾きが遅くなるため、稲跡については基本、不耕起で

す。播種前に溝堀機で、額縁とほ場内明きょを施工し、その溝

に沿って、培土板を付けたスリップローラーシーダで播種し

ています。

自動操舵補助システムを導入し
明きょ作業を効率化

　作業の効率化を図るために導入したのが、トプコン社の自

動操舵補助システムです。55馬力のトラクタに装着して、播

種前の溝堀作業で使用しています。ほ場内の明きょは20m間

隔に溝を掘っていくため、今までは、2～3人の体制で、メ

ジャーで測り、旗を立て作業を行っていました。その作業では、

労働力の割に、かなり時間のロスがありました。それが自動操

舵のおかげで明きょ間隔や、直進の精度が上がり、しかも効率

よく1人で全部できるんですから、すごく省力になったと感じ

ています。

自動操舵によるオペレータの疲労軽減

　自動操舵を使っての作業は、視野の範囲が広くなります。今

までは、運転に集中して前をじっと見ていたのが、肩の力も抜

けて楽に見てる感覚で疲れません。スマート農機については、

直進キープ機能付田植機NW8Sも導入しており、今年は雨が

多く、風の強い中でも、GPSを使って真っすぐ走れました。し

かも、後ろも振り返り、作業跡を確認できるのがいいです。

スマート農業で若い人にも魅力的な農業に

　今、農家の高齢化が進んで、全面での作業受託が増えてきて

います。オペレータが父と私の2人で、作業の効率化を図るに

は機械化しかありません。スマート農機を導入したことで、作

業が的確に行え、しかも作業時間が短縮できるようになりまし

た。時間に余裕ができ、土日を休みにしようかなど、サラリー

マン的な感じになってきました。農業もそのように変わって

いかないと、若い人は農業をやりません。自動操舵やGＳ田植

機、農業用ドローンのような新しい機械があれば、農業は変

わっていくと思います。

地域を引っ張るスマート農業普及の
先導的な担い手

　丹羽トラクター様は、麦においてはJA出荷の関係から

「さとのそら」一品種の作付けを行っています。この地域

は地下水位が高く弾丸暗渠施工後、21m間隔に溝堀機に

よる排水溝を自動操舵トラクタにより施工し、播種機に

装着した培土板による排水溝の施工を行っています。播

種機はドリルシーダとスリップローラーシーダの2機種

を土壌条件により使い分けておられ、地域で先進的に新

たなスマート機械等を導入し、土地利用型農業のけん引

役な担い手です。取材当日はあいにく、前日からの大雨

で作業ができず、すでに発芽したほ場を見学させて頂き

ました。排水も良好で、播種精度が高く、発芽が揃ったき

れいな麦ほ場でした。

スマート農業の活用と丁寧な管理で
収量・品質向上

　当地域ではWCS用稲の収穫作業受託組織（みらい耕

社）が設立されており、スズキファーム代表の鈴木 剛様

は、現在会長を務めておられます。麦栽培においては、砂

質の比較的排水の良いほ場で、溝堀機による20m間隔の

明きょと播種機（スリップローラーシーダ）に装着した培

土板による溝で、同時除草剤散布の一行程の省力播種で

高収量を維持されています。これまで規模拡大を行われ

てきましたが、機械オペレータが本人と父親の2人で

行っていることもあり、隣接愛知県のほ場を縮小。適期

に丁寧に作業することにより、稲、麦、大豆の収量、品質

の向上を図ることに重点を置かれ、経営効率の改善を目

指しておられます。

▲丹羽トラクター様の機械倉庫でお話をお伺いするクボタ林技術顧問
（写真右）

▲鈴木様の営農についてお話をお伺いするクボタ林技術顧問（写真左）

▲額縁・ほ場内明きょ等の排水対策が施された麦ほ場。写真のテーラーは12月に
導入されたニュースーパーベジマスターTA1250N麦踏仕様（12月24日撮影）

自動操舵に特化して
シンプル＆低価格に

！自動操舵に特化して
シンプル＆低価格に

！ トプコン自動操舵システムクボタ独自仕様が登場！ セット販売限定商品

XD/AGS2-SET-KACH FA000-69422品番型式

GPS、GLONASSに加え、Galiieo（EU）、みちびき（日本）、
Beidou（中国）の受信も可能。建物、木の陰など受信環境
が悪い場所でも安定して作業ができます。

NEW 多衛星受信

枕地旋回機能で最小旋回半径
0.5m～設定可能になり小旋回性能が向上しました。（オプション）

NEW 枕地旋回機能向上（オプション）

ホイールアングルセンサ標準装備で0.1㎞/hから作業可能。

NEW 超低速作業（標準装備）

※RTK補正データが対応している必要があります。

メーカー希望小売価格

1,650,000円1,650,000円1,650,000円1,650,000円（税込）
●コンソール（XD）
●アンテナ（AGS-2）　
●電動ステアリング（AES-35）
●ホイールアングルセンサ
●ホーンスイッチ

シ
ス
テ
ム
構
成

※取付けには、別途、機器に合った対応部材が必要です。
※ISOUBUSを利用した作業で使用したい場合は上位モデル X25/AGS-2、X35/AGS-２をお選び下さい。
※GPSレベラ作業は対応不可となっております。

ハンドル操作不要でラクラク。

受信衛星数を大幅に増加

SL55に装着された自動操
舵補助システムと溝堀機

◀◀▲

丹羽トラクター様について スズキファーム様について

クボタ技術顧問の解説

クボタからのご提案

お客様の声

水稲（主食用米）

水稲（WCS用稲）

大豆

麦

三重

愛知

三重

三重

三重

1月品目 地区 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

■スズキファーム様の輪作体系（2021年度）

移植 収穫

収穫

収穫

移植

播種

収穫 播種

移植 収穫




