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ユーザー探訪
●加藤牧場
地元産のオリジナル飼料で安心・安全な肉牛を育てる

循環型一貫経営

●オホーツク網走第22営農集団利用組合
大型機械の共同利用で持続可能な農業を追求

オホーツクの
大地からの挑戦

僕の大好きなトラクター
宮城県栗原市

タイトル

白鳥誠（しらとりまこと）くん

作画当時：6歳

平成25年

僕の大好きなトラクター

白鳥さんご一家。
トラクターに乗っている
黒いジャンパーの男の子が誠くん

白鳥親子と外所仙台営業所長

誠くんが住むのは、宮城県の北部に位置する栗原市。ラム

が好きで、家の壁にはたくさんのトラクターの絵が飾られてい

サール条約の登録地になっている伊豆沼、内沼は、冬には北国

ます。お父さんの話では、誠くんは外出しても、他のトラクター

からマガンやハクチョウなどの渡り鳥が、時には何万羽も舞い

が気になってしょうがない様子とのこと。部屋にはたくさんの

降りる自然豊かな場所です。

トラクターのおもちゃがあり、弟の篤くんと毎日取り合いになっ

誠くんの家族は、お父さん（健さん）、お母さん（純子さん）、
弟（篤くん）、妹（薫ちゃん）の5人と、おじいちゃん、おばあちゃん

ているそうです。
今年の4月から誠くんは小学校へ通い始めるので、待ち遠し
いと思いますが、弟さん、妹さんの見本となるように頑張ってほ

の7人家族。
現在は水稲2ha、牧草12ha、搾乳牛45頭、育成牛10頭を
営農されていて、
トラクターMF399を毎日のミキサー作業に

しいです。そして将来は、本物の大きなトラクターに乗り、後継
ぎとして立派に働いている…そんな姿が目に浮かびますね！

使用していただいています。
誠くんの趣味は絵を描くこと。特にトラクターの絵を描くこと
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加藤牧場
（三重県四日市市）

ユーザー探訪
繁殖から肥育までの一貫経営による肉牛づくりを追求し、
第42回日本農業賞個別経営の部で大賞を受賞した三重県四日市市の「加藤牧場」。
1964年、網走で大型機械の共同利用を目的とした組合を結成、
今年50年の節目をむかえる「オホーツク網走第22営農集団利用組合」。
食品表示の偽装問題が頻発し、食の安全への関心がますます高まる中、長年にわたる創意工夫を通じて
日本の安心・安全な食を支えてこられた両ユーザーに、その経営について伺った。

オホーツク網走第22営農集団利用組合
（北海道網走市）

ユーザー探訪

三重県四日市市

加藤牧場

地元産のオリジナル飼料で安心・安全な肉牛を育てる

循環型一貫経営

大活躍！
2台のフェントが
わら・堆肥交換に
加藤牧場は近郊農業のさかんな四日市市北部、住宅街のすぐそばにある。

三重県四日市市

しかし、近隣を通り過ぎても
ここで1000頭を超える和牛が飼育されていると気付く人は少ないに違いない。
糞尿の臭いも少なく、ハエもいないためだ。
同牧場は昨年度、日本農業賞個別経営部門で大賞を受賞。
高い自給飼料率や徹底した環境対策が高く評価された。
牛たちがのんびりと暮らす牛舎を訪ね、創意工夫あふれる経営について伺った。

騒音対策としての哺乳ロボット導入

容易でない。氏は、農業近代化資金を活用。肥育牛導入用の資金
据え置き期間が3年、繁殖牛導入用の資金据え置き期間が2年で
あることに着目し、肥育の資金の余剰分を繁殖に回してやりくりに

加藤牧場は、もともとは養豚農家。昭和57年頃より、和牛の繁

努めた。
「それこそ貧乏と辛抱の繰り返し」
と加藤氏は笑う。借金と

殖も行ってきた。現・代表の加藤勝也氏は、兵庫県の実家でパン製

返済を繰り返しながら、繁殖牛を50頭、100頭と徐々に増やして

造業を営んでいたが、前牧場主の長女・美子さんとの結婚を機に、

いった。

この世界に飛び込んだ。
加藤氏は養豚から肉牛へ、経営を転換。当初から志したのが、養

を長く母牛につけておくと、仔牛を引き離す際、母牛と仔牛が互い

豚のスタイルにならった繁殖・肥育一貫経営だ。その理由として氏

を探して鳴き続け、その声が何頭分も重なれば大変騒音となる。

は「仔牛の相場に左右されずにすむ」
「輸送コストがかからない」

100ｍ以内に住宅が立ち並ぶ環境ゆえに、問題は大きい。そんな

「牛に環境の変化によるストレスを与えずにすむ」
「生まれた時点
から出荷まで育てられるため、品質管理がしやすい」等を挙げる。
とはいえ、豚に比べて資金の回収が遅い肉牛では、一貫経営は
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繁殖牛の増頭に伴って、問題となったのが鳴き声である。仔牛
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頃、加藤氏はMSK農業機械の営業所でホルスタイン用の哺乳ロ
ボットを目にし、平成11年、導入を決意した。
ただし、
哺乳ロボットがすぐうまく機能したわけではない。当初は

稲わら、
麦稈は計600ｔにも及ぶ。加藤氏は、
地力が低く、
出るわら
の少ない圃場には通常の倍の堆肥を返すように配慮している。す
ると、
3年も経てばよそと同じ量の稲わらが取れるようになり、
収量
も上がるため、提携先は年々増えていっているという。
「 地元産の
安心・安全な粗飼料とひきかえに堆肥を返すことで、
地域全体で化
学肥料を減らせる。同じ地域のものを返すことで、
土が生き生きす
るんや。
うちだけが儲かるんでなしに、地域と持ちつ持たれつで、
みんなに喜んでもらえるのが循環型経営のいいところやね」
わらの収集量が上がると同時に、大型機械も次々と導入。平成
14年に導入し、少しずつ改良を加えながら稼働させてきたクラー
スのロールベーラー3号機は昨年引退し、現在は4号機が働いて
いる。安い買い物ではないが、稲わらを年間約3000ロール巻
き、販売しているので、それだけの費用対効果はあると加藤氏は
分析する。また、広大な圃場を回ってのわら集めと堆肥散布には、
フェント412と415の2台が活躍している。
「フェントは、最高のト
ラクターやね。四輪のバランスがものすごく計算されていて、
タイ
加藤牧場で生産された牛は「加藤牧場牛」という銘柄で売り出され、松坂牛にも劣らな
いとの評価を得ている。
「消費者にはぜひ『本物』を食べてもらいたい。牛の個体識別情
報も参考にしてみてください」
（オーナーの加藤勝也氏）。

ヤがまったく減らないところはさすがドイツ車。時速を設定してぽ
んとレバーを倒せば、最高50キロまですーっと音もなく加速す
る。数キロ離れた場所までわらを集めにいくときの効率を考える
と、スピードが出るに越したことはないからね」。大型特殊車両で
車検を通すフェントは公道を53キロで走ることが可能だ。
しかし、
日本では小型特殊規制があるため、輸入小型特殊車はリミッター
をかけて時速35キロ以下の日本仕様にせざるを得ない。作業の

現在4台の哺乳ロボットが稼
働中。

効率化につながるトラクターの速度を規制することは、農業の停

生後3日で母牛から離してすぐロボットに入れていたが、
思うように

手製の機械や既製品に改良を加えたものが多数活躍している。何

ミルクを飲んでくれず、
多くの仔牛を死なせてしまったという。
「一

事も工夫を欠かさず、
「できることはすべてやる」
が加藤牧場流だ。

滞につながると、加藤氏は苦言を呈する。
牧場内では、
ロールを逆回ししてほぐす「労働2号」など、
加藤氏

度はロボットをあきらめた」
と加藤氏は語る。その後、
約1ヵ月まで
は一頭ずつ、
哺乳瓶を使って人の手で授乳し、
ゴム乳首の感触に慣
れたところでまとめてロボットに任せる方法をとったところ、
うまく
いった。なお、
ホルスタイン用の太いゴム乳首は和牛の仔牛に合わ
ないため、
和牛用に改良した乳首に付け替えて使用している。

左）ロールされた稲わらを牛が食べやすいよう
にほぐす作業を行うために、加藤氏自らリメイク
した「労働2号」。
下）近隣の農家が販売する米袋。加藤牧場の堆
肥を使っていることが明記されている。

現在、加藤牧場では4台の哺乳ロボットが稼働。ロボット導入は、
呼び合いの鳴き声対策となっただけでなく、一頭一頭が飲む乳の
量をコンピュータで管理できるため、仔牛の体調把握にも役立っ
ている。

土地のものを土地に返す
循環型経営
もう一つ、加藤氏が就農当初から行ってきたのが、
わらと堆肥の
交換だ。近隣の農家から粗飼料となる稲わらや麦稈をもらい受
け、代わりにその農家の圃場に堆肥を撒くことで、双方のコストと
環境負荷低減となる。全国で行われている取り組みだが、加藤牧
場の場合はその量が莫大で、
提携先の圃場は250ha以上、
集める

仔牛用に使用されている新牛舎
も、
コンクリートを流し込む作業を
はじめ、
かなりの部分をスタッフが
行ったという。
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ユーザー探訪

三重県四日市市

加藤牧場

妻・美子さん。おもに哺育部門の管理を担当。
「仔牛の世話は、
こまやか
な愛情が大事だから、女の子を担当にすることが多いですね」

「一石四鳥」につながった
おから発酵飼料開発

てのステージで「おから吟醸」と粗飼料を混合したTMRを食べて
育つ。粗飼料は仔牛用の干し草以外、すべて堆肥との交換による
地元産だから、加藤牧場の牛はまさに「地産地消の牛」
といえる。

加藤牧場では平成4年から、
カットした粗飼料と濃厚飼料を混ぜ

高い飼料自給率のおかげで、加藤牧場は近年の輸入飼料の価

てTMR化する方法をとってきた。さらに、10年ほど前から試行錯

格高騰の影響を受けず、経営を安定させることができた。メリット

誤を重ねて生み出したのがおからの発酵飼料「おから吟醸」であ

はそれだけではない。最近、家畜改良事業団が行った調査により、

る。中国の経済成長や異常気象により、
日本が将来、穀類を確保で

加藤牧場の牛は、平均的な肉牛よりタウリンやグルタミンなどの

きなくなるのではないかと考えたのが開発のきっかけだという。

うま味成分が非常に多く含まれていることがわかった。その理由

加藤氏は国内の未利用資源「おから」に目をつけ、平成18年に産

は、水分の残った発酵飼料は消化吸収が良いため、体に負担がか

業廃棄物中間処理業の許可を取得、開発に乗り出した。

からず、消化時の体温上昇による苦みやえぐ味が出ないためと考

現在、加藤牧場では一日約3.5ｔの「おから吟醸」を仕込んでい

えられるという。さらに良いことは、消化に良い飼料を食べている

る。豆腐工場から出るおからに、
とう

ゆえに、ふんにも臭いが少ないということだ。オリジナル飼料の開

もろこしや大麦、小麦、ふすまやビー

発が一石二鳥どころか三鳥、四鳥にもなったのである。

ル粕、大豆粕などを混ぜた配合飼料

もう一つ、同牧場の牛のおいしさの秘密は、牛に負担をかけな

を混合、重しをして密閉し、1ヵ月間

い肥育方法にある。必要以上にビタミンAの制御を行わず、牛が

発酵させることで、水分50％のサ

元気なうちに出荷する。これはEU諸国で浸透している「アニマル・

イレージとなるのだ。牛たちはすべ

ウェルフェア」
（動物の幸せを考えた飼育）の考え方にもつながる。

わ たし た ち が 加 藤 牧 場 ス タッフ で す

おもに生産牛の管理を担当する
田原さん（上）と哺育部門を担う
三浦さん（右）。
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呉服さん（上）は「生産から出荷ま
でを見られるのがここの仕事の醍
醐味」と言う。
「加藤さんは厳しい
けどとても優しい方」
と、最年少の
今野さん（右）。

木本さんは仔牛を担当。
「加藤さんは一言で
言うと 迫力のある方 です
（笑）」

堆肥の上にもみ殻を敷
き詰めたオリジナル敷
料 。もみ 殻を通り抜け
た尿などの水分を吸水
性の高い堆肥がしっか
りとキャッチする。

右）長男・勝三さん。
「自分でできることはすべてやって、生
きていく力を学べることが、
この仕事のやりがいですね」
左）次男・文太さん。
「兄弟で協力し合って、何人分も仕事が
できるようになりたい。柵の溶接やネット張り、新しい牛舎
のコンクリ打ちなんかも全部自分たちでやってます」

プライベートブランド
「加藤牧場」の挑戦

売している。食の偽装問題が取り沙汰される今こそ、消費者は10
桁の個体識別番号を確認して、安心・安全でおいしい和牛を食べ
てほしい、
と加藤氏は語る。
「身近な資源を活用すれば、日本の食

「なんかええ方法ないかな」とつねに考え続けている加藤氏の

糧自給率はもっと上げられるはず」。夢は、四日市市と周辺の町の

牧場は、
このほかにも工夫でいっぱいだ。羽化をさせない薬剤に

人たち全員に行きわたる、おいしい牛肉をつくること。その夢は息

よるハエ対策、新築牛舎上のソーラーパネルによる発電、牛が自

子たちにも受け継がれ、
「できることはなんでもやる」気風のもと、

分で背中をマッサージできるブラシの導入等々、挙げればきりが

さらなる挑戦が続いている。

ない。なかでも特筆すべきは、堆肥の上にもみ殻を敷き詰めたオ
リジナル敷料だ。尿は保水力の乏しいもみ殻を通り抜けて下の堆
肥に吸収され、堆肥の糸状菌によって臭いの原因菌が分解され

加藤牧場で活躍中のエム・エス・ケーの取り扱い機

る。紙おむつのように、表面はつねにさらっと乾く上、堆肥の発酵

下記のほかにも、さまざな作業機を導入いただいています。

熱でもみ殻が床暖房のように暖められるという。

●トラクター

●作業機

F415VARIO
F412VARIO
MF6265-4CA

クラース ロールベーラー ローラント 375RC-P
クラース ロールベーラー ローラント 350RCWN
クーン テッダー GF582
クーン テッダー GF5801MH
クーン レーキ GA3201GM：2台
ロールクリエイト ベールカッター BC-120MS

「周囲の環境を考えることが牛のためになるし、牛にいかに気持
ちよく過ごしてもらうか考えることが、良い牛づくりにつながる。マ

MF3060

ニュアル通りの経営より、ひと手間もふた手間もかけて、自分たち
で考え出すのがブランドやないんかな」
ここでつくられた肉は「加藤牧場」のプライベートブランドで発

●施設
ロールクリエイト カーフフィーダー CF-230
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ユーザー探訪

オホーツク網走第22営農集団利用組合

大型機械の共同利用で持続可能な農業を追求

オホーツクの大地からの挑戦

50周年記念座談

会

オホーツク海に面し、白鳥の飛来で有名な

網走市音根内

とうふ つ こ

濤沸湖のほど近くに位置する網走第22営農集団利用組合。
東京オリンピックの年、昭和39年の結成からちょうど半世紀、
50年の歴史を刻んできた。
その長い道のりと今後の展望について
組合員の皆さんに語っていただいた。
鈴木博樹さん（前組合長） 前畑伸一さん（組合長） 藤石伸広さん（副組合長）
国金強さん（生産部部長） 鈴木崇敬さん（総務部部長）

馬からトラクターへ
̶̶大型化・合理化の50年
̶ 50周年、おめでとうございます。まずは、利用組合
設立の経緯について教えてください。
鈴木（博）：昭和39年、
この地区が第一次農業構造改善事業の指
定を受けて。50％の国庫補助が出るから、
大型機械の共同利用を

8

̶ 結成当初の形態は、あくまで機械の共同利用のみ
だったんですね。
鈴木（博）：そうです。共同利用より共同経営って話も出たらしい
けど、共同で農業をやるってことそのものに慣れてなかったから
ね。もしうまくいかなければ機械を分けてやめましょうと、逃げ道
をつくって始めた。それが結局、50年も続いたんだね。
当初は乗れる人だけがトラクターを使って、馬も併用してた。

始めてみないかという話になりました。当時は皆が機械に関心を持

トラクターの台数が少ないから、夜業で畑起こししなきゃならな

ち始めた時代で、
昭和37年頃、
先人の方々が農業機械化研究会を

かったりと、いろいろ苦労があったようです。

つくって、
農機会社にトラクターを見に行ったり、
先進地域の見学に

私が20歳で就農した昭和46年には、4トントラック2台を共同

行ったりしてたようです。それと並行して、
個人でのトラクター導入

で入れました。それまでは個人個人の小型トラックで集荷してたん

も進んでいました。
5割補助が出るなら、
うちらも共同利用をやって

だけど、
ローダーでじゃがいもやビートを4トン車に積み込んで一

みようかと。そこで、
比較的保有面積の多い10戸の有志で、
MF65

気に集荷場へ運ぶ方法を取り出したんだね。以後、仕事がより共

を1台、
MF35Xを2台補助事業で購入したのが始まりです。

同化して、機械の効率利用が進んだ。
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昭和61年、組合発足20周年
を記念して発刊した記念誌

藤石：専任オペレーター制を取るようになったのも大きいよね。1

当者も、本当に一生懸命やってくれますよ。修理を頼んでおくと、

台の機械を皆で使ってると、
どうしても扱いの上手い下手がある

できるだけ時間が無駄にならないように、使いたい時までに直し

し、不具合をそのまま放置する人が出てきたりして、
トラブルの元

ておいてくれるから、気持ちがいいよね。我々農業者の気持ちを

になる。1台ごとに専任のオペレーターを決めたほうが、機械の管

よくわかってくれている。彼のような人間がいたからこそ、ずっと

理もよくなるし、圃場も効率よく回れるだろうということで、20年

つきあってこれたんだと思います。

ほど前からそうなりました。組合員全員、一通りどの機械も使える
んだけどね。就農から3年くらいは、組合が教育機関みたいな形に
なって、いろんな仕事を経験させて育てていくんです。

̶ 経営面積にはどのような変遷がありましたか？
鈴木（博）：結成当初、総面積は10戸で140ha。その後、離農者
が出るとともに増えて、今は９戸で約260haと約2倍になってい
ます。我々はあくまで利用組合ですから、機械の経費は入るけど、
組合としての収入はない。各戸の土地で生産されたものはすべて
個人の収益にしています。だから、収入の公平をはかるため、離農
者の土地は経営面積の小さい家から優先的に購入できるようにし
て、規模を平準化してきたんですね。規模拡大に従って機械も増
えたけど、50年間で使ったトラクターは全部で30台ちょっと。個
人で３、
４台持ってる方も多いけど、
うちは現在10台で回している
から、効率的に使えていると思いますよ。

̶ 結成当初からずっとMFを使ってくださっていますが、
その理由は？
鈴木（博）：どのメーカーにも、それぞれ良さがある。よその機械
に変えようかって話も、何度も出てます
（笑）。ただ、MSKさんの場
合、代々いい整備をやってくれる人がいたってことだよね。今の担

鈴木博樹さん
前組合長。初代組合長の鈴木鋼氏の長男で、現在は相談役として組合を支える。最近の
趣味は家庭菜園での珍しい野菜づくり。
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ユーザー探訪

オホーツク網走第22営農集団利用組合

育てられて、育ってゆく
̶ 組合を構成するご家族は、結成当初からほぼ同じ
ですか？
鈴木（博）：そう、
ほとんど変わっていない。
うちの息子（崇敬）
は三
代目になります。皆が皆の世話になりながら、育ってきてるんです
ね。藤石君の親父なんか、仕事の鬼っていわれた人で、俺は就農当
時、
よく指導してもらったよ。前畑君の父親は非常に器用な方で、
機械の修理技術がすごかった。それを覚えたくて、夜、
よく彼らの
傍らに座って壊れたトラクター直すのを手伝ってたな。手で覚えた

前畑伸一さん
組合長として組合をまとめる。趣味は工作全般。

もんは、いまだに忘れてない。いい師匠に恵まれたと思ってます。
だからって、
自分がいい師匠になれたかはわからんけど。
国金：いいもん、いっぱい見せてもらいましたよ
（笑）。
藤石：おっかなかったけどね（笑）。昔、俺が農薬の係をやってた

̶ 組合長、副組合長として、組合をまとめるために苦労
されている点は？

時、防除始めたら薬が足りなくてさ。面積に対して必要な量をなん

前畑：うーん、上に立つのは正直苦手なんで、いつも苦労してます

で昼休みにでも確認しておかない、皆の時間が無駄になるだろ

ね（笑）。これだけ人間がいますから。
うちは基本、合議制なので、

うって言われたの、いまだに覚えてる。仕事に対する責任っちゅう

小さなことでも相談して、全員の理解を得ないと行動は起こせな

ことを教わったな。

い。強硬手段として多数決もありますけど。相手の考えを尊重しな

̶ 若い世代の方たちは、就農について迷いはありませ
んでしたか？

がら、時間をかけて決めていくってことかな。
藤石：副組合長としては……何してるんだべなあ（笑）。いろんな
ところに口出して、余計なことばっかり言ってうるさがられてる。

鈴木（崇）：ありませんでしたね。この仕事に小さい頃から慣れ親

鈴木（博）：彼は若い人の育成、係の割り振りやその日の作業の配

しんでいるから。組合内の役職としては、組合長、副組合長のほか

置まで全部考えてやってるから。相当な苦労があると思うよ。

に生産部、総務部、機械部があるんですけど、最近世代交代が一気

藤石：まあ、
この子には何が向いてて、組合のためには何をしても

に進んで、
（国金）強君から下の僕たちの世代が各部長についてる

らうべきか、その見極めが難しいよね。

形です。僕は総務で、会計的なことをやってます。

鈴木（博）：それぞれ得手不得手はあるけど、それを少しでも解消

国金：生産部の仕事は、防除を決めたり、堆肥の管理とかいろいろ

して、皆が一緒に仕事していけるような環境づくりも考えてやらな

です。今はまだ、教えるより教わることのほうが多いから…毎日が

きゃいけない。息子たちは他人の飯を食う経験をせずに、学校を

勉強ですね。仕事のコツは、言葉で伝えきれない部分もたくさん

卒業するとストレートで帰ってきちゃうから、
どうしても甘えが出や

ある。

すいんですよね。たとえ20歳でも、農業経営者としては我々と対
等だということをわかってもらうために、組合長、副組合長はかな
り厳しいことも言ってると思います。こういう組織は、100％うま
く行って当たり前だから。
前畑：次の世代にどんどん活躍してってもらえるように、俺らも指
導に努力していかなくちゃいけない。先輩方からこのような形で
預かった組織を、さらにブラッシュアップしながら前に進めていか
なくちゃいけないなって思いますね。

̶ 第22利用組合が、50年も続いた理由はなんだと思
われますか？
鈴木（博）：やはり、経済的なメリットがあるからでしょう。機械の経
鈴木崇敬さん
総務部長。趣味はサッカーと旅行。
「バックパック背負って、南米に1ヵ月行ってマチュピ
チュを見てきたこともあります。最近は旅行、なかなか行けないなあ」
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費が抑えられるから、その分収益が上がる。人間関係で様々な問
題が出てきても、経済的な裏付けがあるから、皆で解決しようって

気持ちになる。ささやかなことでも、蓄積していくと大きな問題に
なるから。そこをいかにすっきりさせながら、人間関係に耐えてい
くか。大切なのはそこですね。

創立100年に向けて
̶ 栽培品目の変遷や、最近の取り組みについて教
えてください。
鈴木（博）：じゃがいも、
ビート、小麦の3品目はずっと作っていま
す。その間、農協の野菜振興もあって、23年前から長いもをやり

国金強さん
生産部長。趣味は読書。書庫の床を最近補強したとのこと。
「本・マンガ全般が好き。本投
げ
（捨て）ないからたまっちゃうんですよね」

だした。俺、長いも好きだから、独断と偏見で皆に提案したんです
（笑）。農協に頼んで選果場をつくってもらうまでは、
このへんで選
別して出したんだよな。今ではかなり収益も上がるようになりまし
た。今年の長いも、いい出来ですよ。笑いが止まらないくらい
（笑）。それと、
４年前から委託栽培でセンキュウという薬草を始め

̶ 最後に、農業経営のやりがいや面白さについて
教えてください。
藤石：トラクターに乗ることだべ？
（笑）

ました。ここ1、2年は干ばつでちょっと作がよくないんだよな。先

国金：うーん、一言でいうのは難しいな（笑）。

輩から受け継いだものを作るのは楽だけど、新しいものは難しい。

鈴木（崇）：俺は、
けっこうたくさんありますよ。新しいトラクター

技術確立まで7、8年かかると思います。

の、エンジンやハンドリングの特性をつかんでなるほどって思う瞬

鈴木（崇）：センキュウと長いもの収穫期には延べ350人くらい

間も好き。今、総務部で数値的な部分を任されているので、数値を

学生アルバイトを使ってます。センキュウ栽培は非常に手間がか

通して組合を把握して皆に提言していけるのも、
すごく楽しい。

かるけど……。

前畑：そうだなあ。畑に植わってるのは命あるもんで、自分の管理

藤石：取り組みとしては面白いよね。仕事って最初は何もかも新

ひとつで変わってくる。新しい野菜の種を、家庭菜園にちょっとま

鮮だけど、だんだん同じことの繰り返しになってくるでしょ。そうい

いてみて、
どう育つかなとか見ていくのも楽しいしね。町場の人に

う意味でも、新しい作物をやることには意味があるかなって思う

は味わえない面白いことを、
自分はやれてるんだなって思うよ。

よ。お金の問題だけじゃなくてね。
鈴木（博）：うん。やっぱり若い人にはビジョンを持って、新しい道

̶ どうもありがとうございました。

を切り拓いていってほしいよね。組合は、
この形でメリットがある
から今まで続いてきたけど、今後は第6次産業的な視点も必要に
なってくるかもしれないし、法人化も視野に入れるべきかもしれ
ない。

昭和39年に導入された初代
トラクターのMF35X。今で
も、組合で現役で活躍中

藤石伸広さん
副組合長として、人員の配置や育成に気を配る。
「ご趣味かい？ パチンコだけど、最近は
忙しいから休日は寝てるよ
（笑）」
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製品情報

MF7600シリーズ
取り扱いレンジを拡大し、
ユーザーの細かいニーズに対応！

2013年発売開始のMF7600シリーズに新
たなモデル、
レンジが追加されました。
Dyna-6のみだったトランスミッションには
Dyna-4と無段変速式のDyna-VTが追加。
従来のMF7618、7620、7622、7624の
4機種に、MF7614、7615、7616そして
7626の4機種が追加となりました。
合計8機種、18モデル、130〜240PSの定
格馬力と、多彩なラインナップで、皆様のご希
望を実現します。

MF6600シリーズ
MF7600シリーズの
4気筒エンジン搭載バージョン

SCRシステムを使用した低燃費、クリーンな
排気ガスはそのままに、4気筒エンジン搭載
で得られた低いパワーウエイトレシオがPTO
作業時に高い性能を発揮。
M F 6 6 1 4 E F D 6 、M F 6 6 1 5 E X D 6 、
MF6616EXD6、MF6616EXDVの4機
種を展開しています。
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MF5600シリーズ
最新排気ガス規制適合の新モデル

3気筒エンジン、EGRとDOCの組み合わせに
よる最新の排気ガス規制適合など、まったく
新しいコンセプトで 生まれた M F 5 6 0 0シ
リーズ。
オプションのローダーレディを装着する事に
よってフロントローダー作業に特化したスペ
シャルトラクターへと変貌します。
M F 5 6 0 8 E S D 4 、M F 5 6 0 9 E S D 4 、
MF5610ESD4の3機種、80〜100馬力
の定格馬力を取り揃えています。

フェント500バリオ T4シリーズ
700バリオT4シリーズに
4気筒エンジンを搭載

世界中で好評を博しているフェント700バリ
オT4シリーズの4気筒版、フェント500バリ
オT4シリーズの販売を開始しました。パノラ
マキャビン、タッチパネル式10.4インチバリ
オターミナル等先進的な装備はフェント700
バリオT4シリーズから受け継がれ、4気筒エ
ンジン搭載による様々なメリットを体感する
事ができます。
定格120馬力のフェント512バリオT4と定
格150馬力のフェント516バリオT4の2機
種をご用意しています。
※フロントリンケージ、
フロントPTOはオプション装備品です。 ※画像は海外仕様であり、
日本仕様とは異なる場合があります。
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クラース ジャガー 新800シリーズ
更なる進化を遂げた世界NO.1フォーレージハーベスター

自走式フォーレージハーベスター導入世界NO.1を誇る
クラース ジャガーシリーズが更なる進化を遂げて、
この春日本上陸。
新しくなったジャガーの一部をご紹介します。

ジャガー800シリーズ ̶ 新しいコンセプト
新ビスタキャブ

新しいデザイン

広々とした快適なオペレーション空間

高視界性と優れた冷却のため
のデザイン

セビス+コントロールパネル
より精度の高い操作をより簡単に

クラースV型ナイフドラム

メルセデスパワーユニット

高能率で高品質細断を実現

あらゆる作業で対応可能な
高出力エンジン

ダイレクトドライブ
エンジンパワーを
余すことなく伝達

機械式4WD
クイックカップリング
工具不要でより素早い
アタッチメントの脱着が可能

豊富なアタッチメント
ピックアップ、
ロータリーアタッチ、
ダイレクトアタッチ等あらゆる作業に適合可能

14
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あらゆる圃場で確実な走破能力

新しいアクセスコンセプト
コーンクラッカー、
アクセルレーター等の
優れた接近性

製品情報

最も高能率で高品質の飼料が
得られるシステム
シンプルでパワーロスのないダイレクトドライブ。V型ナイフ
ドラムは、V24ナイフ又はV28ナイフが選択可能。
高品質・高能率収穫が可能な唯一のハーベスターです。

快適な操作空間での理想通りの操作
新しいビスタキャブは室内スペースと視界性をより大きくし
ました。全ての操作は、右側のアームレストに集中しており、
セビスモニターを見ながら操作を行います。操作は非常にシ
ンプルで、正確で精度の高い作業を容易に行うことができ、
ジャガーの能力を余すことなく引き出すことができます。

ハイパワー・高信頼性のメルセデス・
ベンツパワーユニット
●

ジャガー870 : V8 530PS

●

ジャガー860 : V8 476PS

●

ジャガー850 : 直6 428PS

必要箇所への容易なアクセスとメンテナンス性に優れたフル

●

ジャガー840 : 直6 354PS

オープンカバーと脱着システム。

優れたアクセスコンセプト
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従来機よりも価格と大きさを抑えました!

固液分離機 ソリドライ・セパレーター

●低価格・低ランニングコスト・省スペース
●シンプルで堅牢な構造
●スリットサイズにより、80%前後の脱水が可能
機械仕様
処理能力
重量

3〜6t/hr
（※スクリーンスリットサイズ 0.75mm時）

420Kg
全長：1,284mm

機体寸法

全幅： 700mm
全高：1,220mm

電気容量

驚異的な脱水率を誇る従来機

FAN・セパレーター
●分離後の固形物水分を70％前後まで脱水可能
●シンプルな構造で操作・メンテナンスも簡単

16
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三相 200V 3.0Kw

製品情報

革新的なインペラ攪拌機を備えたハイブリッド・ラグーンポンプ

畜産糞尿用処理機械 ポンペラー
●インペラの持つ破砕能力と、ラグーンポンプの持つ
汲上・攪拌の両機能を兼ね揃えたハイブリッド・ラグーンポンプ

●毎分17,800ℓのポンプ吐出能力で作業時間とコストを削減！

●秒 速50回の高速回転するインペラが
固形物を強力に粉砕

機械仕様
3点ヒッチ、25フィートモデル
全長

540インペラーキット
7,899mm

全幅

1,473mm

全高

2,134mm

インペラーキット

φ711mm 3枚羽

トラクター推奨馬力

120HP

ポンプ吐出能力

17,800ℓ／分

最大ピット槽 深さ

4.80m
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製品情報

大型農機具に最適のコードレスインパクトレンチ

ハイトルク（1057Nm）

パフォーマンス
●回転最大トルク1057Nmの高出力、1/2""エア
インパクトレンチと同レベル

耐久性
●スチール補強したアルミハンマーケースにより
軽量と耐久性を同時に実現
●落下にも耐久力がある特許取得済みの内部を
金属補強したハウジング

効率性
●最大トルク1057Nm、バッテリー付重量3.1kg
とクラス最高のパワーウェイトレシオ
●全長238mm、
クラス最短のコンパクトボディー

主要スペック

巻くだけでは終わらない！高品質フィルム

トリオラッピングフィルム
強い粘着力、耐久力（UV耐性）、柔軟力を兼ね備え、ベール内
への外気の浸入を許さないトリオラップ。最良のサイレージ生
産にお役立てください。

取扱サイズ（幅mm×長さm）

18

750mmx1,200m

白・黒

600mmx1,500m

白・黒

500mmx1,800m

白・黒
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仕様

W7150スタンダード

差し込み角

1/2"

最大トルク
（左回転）

1057 Nm

右回転トルクレンジ

68 - 880 Nm

打撃数/分

2,300

最大フリー回転

1,900rpm

全長

238mm

重量（バッテリー付）

3.1kg

騒音レベル

89dbA

振動レベル

12.2 m/s (1.8 *K)

日 本 の 農 業・未 来 の 視 点

農業の
持続的発展のために
〜微生物防除剤の有効利用について〜

農

ふじ

しん いち

藤 晋一
プロフィール
秋田県立大学生物資源科学部准教授。博士
（農学）。
1989年新潟大学農学部農学科卒業後、同大学大学院農学研
究科修士課程修了。1991年愛知県農業総合試験場、1999
年秋田県立大学生物資源科学部。2007年より現職。専門は
植物病理学、
植物保護学。

業は、より生産性を高めるための品種改良、化学肥料の

ということで、農薬登録されてきた。
しかし最近の微生物防除剤

普及と改良、そして様々な病害虫や雑草による被害を回

は、化学合成農薬の効果と比較して同等であるものが登録に至っ

避できる農薬の開発とともに発展してきた。一方、生産性がある

ている。現在登録され、広く利用されている製剤としてバチルス

程度落ち着くと、消費者はより 美味しい 品種を求めるように

（枯草菌）製剤がある。いわゆる納豆菌の仲間で、病原菌が植物

なっていった。美味しい 品種は、病害虫にとっても 美味しい わ

に付着する前に、植物表面に定着し、病原菌の侵入を防ぐのが主

けで、
これら病害虫の被害を回避し、高品質な農作物を安定的に

な効果である。
しかし、散布されたバチルス剤はその後展開して

生産するために、より効果の高い農薬の開発が進められてきた。

くる葉に移動して定着する能力はないため、植物の成長に合わせ

ところが一定の品質を持った農作物が身近に手に入るようになっ

て定期的（7〜10日間隔）
に予防散布する必要がある。また初期

た昨今において、消費者は新たに食に対する安全・安心を求める

の微生物防除剤は、使用する環境に左右されやすいため、現場で

ようになってきた。
『 沈黙の春 』や「枯れ葉剤」に代表されるよう

思ったほどの効果を得られない事例も製剤も散見された。現在、

に、農薬は以前から消費者にとって人体に害を及ぼす化学物質の

最も安定した効果が得られている製剤は、水稲の種子消毒剤や

代名詞として扱われてきた。時代の流れを先取りした有機農業や

セル育苗用培土にあらかじめ混入させた製剤である。これは今ま

減農薬栽培の農家は、農薬を使用しないことを高付加価値として

での反省を活かして、できるだけ環境に左右されないような条件

位置づけて農業に取り組み、一定の成功を収めてきた。
しかしな

での使用に限定していることにある。

がら、その成功は、周辺農家が一定の防除に取り組みにより、地

先に述べたように、バチルス製剤を利用するためには、定期的

域全体の病害虫密度を抑えていたことに他ならない。有機農薬

な散布が必要となる。その作業労力の低減のため、施設内の送

や減農薬栽培の拡大とともに、病害虫に対しての効果をにおわす

風ダクトを利用して製剤を散布する方法や定期的に散布できる

微生物由来あるいは天然の資材が登場してきたこともあるが、

機械が開発されている。微生物防除剤は一般に化学合成農薬に

1990年代以降、科学的根拠に基づいて有効性のある微生物資

比べ効果の安定性に欠けるところが多く、失敗している農家も少

材の探索が公的研究機関で積極的に行われ、企業との連携のも

なくない。微生物防除剤の需要は今後ますます増えていくものと

と様々な微生物防除剤が販売されるようになった。

思われるが、安定した効果が引き出せる周辺機器の開発や化学

農家や関連企業の方はご存じのことと思うが、微生物防除剤も

合成農薬、天然資材、熱水（温湯）
との併用が可能な資材への改

農薬の一つである。微生物防除剤といえども化学合成農薬と同

良などが必要な時期に来ている。環境に配慮し、安全・安心な農

等の安全性評価が必要であると同時にその防除効果についても

作物を供給できる、IPM（総合的病害虫管理）が日本の農業の基

きちんと評価される必要がある。微生物防除剤が登場した当初

準となる時代はすぐそこに来ている。

は、化学合成農薬よりも効果は劣るけれども、一定の効果はある
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日本にもバッファローがいた！
牛と人間のつきあいは長い。大昔には、日本にも大型の野牛

牛と犂の話
およそ9000〜8000年前、牛が家畜化されたことにより、農
業の効率化が進み、文明も大きく発展した。

がいたらしい。
昭和2年（1927）、ため池掘削の作業をしていた花泉村の沼

牛に引かせる犂は、紀元前3000年頃には西アジアですでに

倉清治さんは、巨大な動物の骨を大量に見つけた。獣医に聞い

使われていた。最古の犂は2頭の牛を頸木につないで引かせる

ても何の骨かわからず、気味が悪くなった沼倉氏は、それらをカ

2頭引きで、
これがエジプトやローマへと伝わる。ヨーロッパに

マスに入れて納屋に仕舞い込んでしまった。1950年代に入っ

入った犂は、鉄製で重く、車輪を備えたゲルマン犂に改良され、

て、元村長・佐々木盛輔氏の働きかけにより発掘調査が行われ、

中世期、
アルプス以北の重く湿った土地の開発に役立った。4〜

骨は約2万年前に生きていた野牛（バッファロー）の化石と判明。

8頭もの牛馬に引かせる連畜式の犂もあったようだ。日本には5

野牛は花泉村と発掘に尽力した佐々木氏の名にちなみ、ハナイ

〜6世紀頃、1頭引きの犂が入ってきている。北九州では朝鮮系

ズミモリウシと名付けられた。同時に肋骨で作った骨角器も見つ

の「無床犂」が、関西では中国系の「長床犂」が多く使われていた

かり、野牛が狩猟の対象になっていたこともわかった。
しかし、
こ

が、その形は大きく変わることなく、近代まで受け継がれた。

の牛は1万年ほど前に絶滅したとみられる。
現在の和牛の祖先は、縄文晩期頃、稲作伝来と同じ時期に、中
国や朝鮮から渡来人によって持ち込まれたと考えられている。

このように、農業の機械化が始まるまで、牛はトラクターやト
ラックの役割を果たしてきたわけだが、高級車のエンジンとして
働いていた時代もある。そう、平安時代の「牛車」である。

11

牛の歩いた道

超高級車、牛車の盛衰
牛車は当初、高貴な女性の乗り物とされていたが、貴族のステ

牛は、馬に比べて斜面でも踏ん張りがきく。そのため、鉱山か

イタス・シンボルとして男性にも広く使用されるようになった。馬

ら粗鋼を運び出す山道や、塩を海辺から内陸へ運ぶ「塩の道」で

の方が速く実用的だが、牛車はゆったりと歩む優雅さが貴族に

もおおいに活躍した。塩の道をたどる牛方が歌った「南部牛追

好まれたようだ。乗車が許される車種は身分によって細かく規制

唄」は、今もその哀調ある響きを伝える。

されたが、金銀で飾る、美しい色糸で車体を葺くなど、貴族たち
は装備の華美やセンスを競った。牛を操る者は「牛飼童（うしか

牛は農家にとって貴重な財産であり、家族同様に大切にされ
てきた。その重労働をねぎらい、牛に赤飯や酒をご馳走したり、

いわらわ）」と呼ばれ、大人でも童子の髪型をしていた。これは、

一日水辺で遊ばせ、洗ってやったりする「牛の正月」
「牛の藪入

力が強く、時には暴走することもある牛を扱うため、子どもの持

り」などと呼ばれる行事が、
かつては西日本の各地でみられた。

つ霊力が期待されたからだという説がある。
牛車にはサスペンションがないため震動も大きく、慣れないと

牛を水に入れることは、実は雨乞いの意味があったらしい。牛
を生贄にして水に投じる古代中国の雨乞い風習が、日本でも行

かなり乗りにくいものだったようだ。
『源平盛衰記』には、以前平

われていたとの記録が『日本書紀』等にある。牛の顔をした恐ろ

家に仕えていた牛飼童が、木曽（源）義仲の乗った車をわざと暴

しい妖怪「牛鬼」が、深い淵や海の中から現れるという中国・四

走させて仕返しする話が載っている。牛飼童は、副業として車借

国や九州地方に伝わる伝説は、その遠い記憶の痕跡かもしれな

の仕事もしていたらしい。やがて、貴族の弱体化によって牛車が

い。牛を犠牲として神に捧げる風習は世界各地にあるが、日本人

廃れるとともに、運送業が牛飼の本業となっていく。14世紀の

にはあまり馴染まなかったのだろう。

『石山寺縁起絵巻』には、牛飼童の傍で、太い材木を乗せた牛車
を懸命に引く牛たちが描かれている。
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重労働をねぎらう
「牛の正月」
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牛を飼う目的は農耕・運搬から肉用・乳用へと変わったが、人と
牛の濃やかな結びつきは今も変わらない。

8

最先端の技術で農業をサポートするトラクターの雄

FENDT、進化の歴史
戦前のディーゼルロスから、無段階変速機を搭載したバリオシリーズまで、
時代の最先端を行くトラクターを提供し続けるドイツ、FENDT。
その進化の歴史をご紹介します。

1930
1930年 ディーゼルロスの誕生

1995
1995年 バリオ926発表

ドイツ・バイエルンのアルゴイ地方でフェントの歴史が幕を開けま

ドイツで 開 催された世 界 最 大 の 農 業 技 術 展「アグリテクニカ

す。フェント親子が開発した最初のトラクターはモアとプラウを装

ショー」で、フェント独

備した6馬力のトラク

自の技術である無段

ター。ディーゼルエン

階変速機 バリオトラ

ジンを動力とすること

ンスミッション 搭載の

から、
「 ディー ゼ ルロ

バリオ926を発表し

ス」
（ ロス＝馬）との愛

ました。

称が付けられました。

1937
1937年 フェント社設立
ディーゼルロスの名は瞬く間に広がり、1937年12月31日、アル

1997
1997年 AGCOグループ傘下に

ゴイ地方の中心地、ケンプテンにてフェント社が正式に設立されま

1月、農業機械業界大手の米AGCOグループの傘下に。以降、今日

した。同時にトラクター製造工場を設立し、翌年には1000台の

まで同グループにおけるプレミアムトラクターとしての地位を守り

フェントトラクターを

続けています。

世に送り出しました。

現在の バリオシリーズ トラクターは、60馬力から最大390馬力

しかしながら直後に勃

までの幅広い馬力帯をカバー、
またすべてのモデルに無段階変速

発する第2次世界大戦

機 バリオトランスミッション を搭載しています。

の影響により、ディー
ゼルロスの 製 造は大

2012
2012年 製造工場大幅拡張

きな打撃を受けること

伸びゆくトラクター需要に対応すべく、
ドイツのマルクトオーバー

となります。

ドルフにある製造工場を大幅に拡張、生産能力を拡大しました。総

1950
1950年代 欧州各国に販路を拡大

敷地面積85,000平米の広大な敷地に全長1kmにわたる生産ラ
インを設置。葡萄畑で使われる小型トラクターから最大390馬力

終戦後、
ドイツは高度成長期を迎えます。19世紀末以降築かれて

のトラクターまで、フェントの持つすべてのラインナップをこの工

きた工業技術によってドイツ経済は急速な発展を遂げ、農業分野

場で製造しています。

でも機械化が進みました。後に「ドイツ経済の奇跡」と呼ばれるこ
の時期に、フェント社は国内のみならず、周辺の欧州各国にフェン
トトラクターの販路を開拓していきました。

1976
1976年 フェイバリットシリーズをリリース
6気筒エンジンを搭載したフェイバリットシリーズ
（最大150馬力）
を発表、高馬力トラクターとしてのベンチマークを打ち立てまし
た。以降、
フェント社は高馬力・高品質トラクターの開発を続けます。
るーぷ
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技術情報

新しい排ガス規制に対する
AGCO社の取り組み

PART

2

前回はSCRの概要に関して記載しましたが、今回はもう少し詳しい内容をご紹介します。
SCR装置では、AdBlue（尿素水溶液）が凍結しないよう、エンジ

媒に入ると酸化還元されたガスに変化し、
このガスにAdBlueを

ンの冷却水がヒーターとしてAdBlueのタンク内を循環していま

噴霧すると排気熱により尿素がアンモニアとイソシアン酸に変

す。また、A d B l u eを噴 射 する供 給 ユニットには、高 温による

化、さらにイソシアン酸は水と化合してアンモニアと二酸化炭素

AdBlueの気化を防ぐためにエンジンの冷却水を循環させてい

になります。

ます。

一酸化窒素は、アンモニアと酸素によって化合し、窒素と水に変

SCRは、第1触媒（DOC）
と第2触媒（SCR）の間にAdBlueを噴

化、あるいは、二酸化窒素とアンモニアと化合して窒素と水に変化

霧するシステムで、適切な排気管の長さなどが決まっており、勝

することで、
マフラーから有害なガスが出ない状態になるのです。

手に変更してしまうと正しい還元ができませんのでご注意くださ

なお、エンジン重負荷運転後はマフラーから大量の水が排出さ

い。マフラー温度が200〜350℃になると、システムが作動し

れることがありますが、故障ではありませんのでご安心ください。

AdBlueが噴霧されます。エンジンから出た排気ガスは、DOC触

■ SCR（Selective Catalytic Reduction）搭載エンジン

供給ユニット

アドブルー
タンク

BOSCH

温度
センサー
アドブルー戻りパイプ
Inlet Line

エンジン
コントロール
ユニット

BOSCH

ECU

アドブルー
パイプ

エンジン冷却水
パイプ

NOxセンサー

DOC（装備時）
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Actuators

エンジン冷却水
パイプ（暖機用）

レベル
センサー

Sensors

Engine CAN
供給ユニット

Diagnostic CAN
温度センサー

SCR触媒

温度センサー

NOxセンサー

世界の出来事
ド発
ン
ラ
ジー
ー
ニュ

TE A-2

5ドル札に描かれた

0 SUE

Massey Ferguson TEA-20 SUE!!
ニュージーランドの5ドル札を見たことはありますか?

いう社名に変わったばかりの頃はトラクターのボディーカラーは

紙幣には、人類初となる2つの偉業を達成させた人物、ニュー

グレーでした。
しかし、南極の雪中でもトラクターが目立つように

ジーランドの冒険家エドモンド・ヒラリー卿が描かれています。

特別に「レッド」に塗られ、
ボンネット横には Ferguson と黄色い

ヒラリー卿は約60年前の1953年、世界最高峰のエベレスト登

文字が入れられました。オープントップのトラクターを簡易カ

頂に成功、その後1958年には南極大陸横断調査隊として、初

バーで覆っただけの簡単な構造だったものの、何とか寒さに

めて南極点到達を達成しました。これらの偉業を讃えて5ドル札

耐えられたといいます。

にはヒラリー卿が描かれているのですが、なんとトラクターも
一緒に描かれているのです！

5ドル札にはヒラリー卿が1948年に登頂したクック山の他
に、南極横断時に使用されたMassey Fergusonが当時と変わ

実は、南極大陸横断時に使用された3台のトラクターこそが

らぬ姿で描かれています。近い将来、5ドル札はコインに変更に

Massey Ferguson TEA-20 SUEでした
（ SUE は調査隊員

なる予定になっており、世界中のコレクターがこの紙幣に注目

によって名付けられました）。1958年、Massey Fergusonと

しているそうです。

社会貢献活動
国連WFPは、飢餓と貧困の撲滅を使命に活動する国連唯一の食糧支援機関です。2012年は世界80カ
国において9,720万人に350万トンの食糧支援を実施しました。当社は国連WFPの活動に賛同し、
2006年より国連WFPの日本における公式支援窓口である国連WFP協会の評議員となっています。
エム・エス・ケー農業機械は日本の「食」を支える皆様を機械分野で支援すると共に、国連WFPを通じて世
界の「食」に微力ながら支援を行っていきます。

WFP / 国連WFP協会ホームページ www.wfp.org/jp

編集後記
今回の『る〜ぷ』はいつもより4ページ増やし、
「 ユーザー探訪」を2カ所特集しました。お客様
のこれまでの過程や経験談を聞けるのは大変良い機会です。努力や工夫、試行錯誤があって今
の姿がある、その中で弊社取扱い商品が貢献できたのは非常に喜ばしいことであり、
これから
の更なる励みにもなりました。今回ご協力いただきました皆様にはこの場を借りて心より御礼
申し上げます。ありがとうございました。
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