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農業機械の基礎知識
圃場機械を主体として
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はじめに

このスライドでは、農業に接したことがない人やこれから農業に携わろうと考えている人たち向けに、
農業機械、特に農地で農作業を行うために使う圃場機械についての基礎的な知識と分類を解説させ
ていただいています。

あくまで、基礎的な解説ですから農作業に合わせてこんな機械がありますという標準的、総論的な
解説のみとさせていただいております。ですから、作目や圃場の広さに合わせてどんな機械はどんな
大きさがよいとか機能や性能についての細かいアドバイスは書かれていません。実際に農業機械を
購入したりする場合は、メーカーや代理店、ご近所の農家の方に相談して決めてください。

また、このスライドではわかり易くするため、全体にシンプルな構成【機能別の分類→簡単な解説→
画像】を心がけ、極力目で見て分かるように必ず画像を示すようにさせていただきました。

なお、画像はそのほとんどをWebページからの引用とさせていただいております。その出典はすべ
て、スライドの最後にまとめて示させていただいております。
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農業機械とは？

農作業を行う際に使う機械全般のことを農業機械といいます。

農業機械は、活用目的に応じていくつかのグループに分類されます。

農業機械の分類

・圃場機械：圃場での農作業に使う機械。トラクターやコンバインなど。

・農産機械：農産物を加工、選別、保管する際に使う機械。籾すり機や選果機など。

これ以外にも、ハウス等の設備、鶏舎やカントリーエレベーター、ミルティングパーラー等の機能を

を持った施設も農業機械の分野で扱います。

今回は、圃場機械に焦点を当てその分類と機能を簡単にご説明します。



圃場機械の分類

圃場機械の分類については様々な観点があると思いますが、ここでは機能（農作業）別分類を行い
ます。

Ⅰ．農作業を行うための原動力を提供する機械（原動機とトラクター）

Ⅱ．畑や田圃を耕す機械（プラウ、ロータリー）

Ⅲ．農地の表面を均したり、土を砕いたりする機械（ハロー、パッカー等）

Ⅳ．肥料や堆肥をばらまく機械（ブロードキャスター、マニュアスプレッダー等）

Ⅴ．種まきや移植のための機械（プランター、ドリル、田植え機、移植機等）

Ⅵ．圃場の土壌管理や作物管理のための機械（カルチベータ、畝たて機、マルチャー、溝切機等）

Ⅶ．農薬や除草剤を散布する機械（スピードスプレヤー、ブームスプレヤー等）

Ⅷ．収穫のために使う機械（コンバイン、バインダ、収穫機等）

Ⅸ．水をくみ上げたり、散布したりする機械（ポンプ、スプリンクラー等）

Ⅹ．牧草や飼料作物の収穫のために使う機械（レーキ、ロールベーラ、ベールラッパー等）

主に、以上のような機能別に分類が可能かと思います。

以下では上記の分類に基づき、機械の概要とその機能について簡単な説明を行います。
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Ⅰ．農作業を行うための原動力を提供する機械（原動機とトラクタ）

農作業を行うにあたって、圃場では大きな力を必要とする作業がたくさんあります。

それらの作業は本当に負担が大きかったため、昔は農民のことを百姓（百の苦労がある）と呼びまし
た。

農業機械は、農民を重労働から解放するとともに、労働生産性と土地生産性を飛躍的に伸ばしまし
た。そして、その立役者となったのが内燃機関や電動モーターを主体とする高出力の原動機です。

ここでは、それらの原動機について簡単にご説明します。

①原動機

主に農業用エンジンと呼ばれた、定置式のエンジンです。

脱穀機やポンプなどを動かすために、農家では画像のようなエンジンを利用している場合が多いで
す。
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図Ⅰ－１農業用エンジン＊１
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②トラクター

高出力のエンジンを搭載し、専用の作業機械を取り付け様々な農作業に活躍する農業機械のなか
でも最も汎用性の高い機械です。

トラクターには二輪、四輪、履帯式など様々な駆動形式がありますが、ここでは最も一般的な四輪
式のトラクターを例にトラクターの主要な構造について説明させていただきます。

③3点ヒッチ（リンク）

④PTO

①エンジン

②フロントウェイト

図Ⅰー２ トラクターの主要な構造

トラクターにはほ
かの乗り物にはな
い、特別な機能や
装置がついている

んですよ！

⑤タイヤ・履帯



①エンジン

トラクターに積載しているエンジンは基本的にトルクの太いディーゼルエンジンです。

排気量に応じて税金が変わってきますので、同一排気量で馬力を稼ぐために意外にもターボチャ
ージャーを搭載しているトラクターもあります。

②フロントウェイト

トラクターは一般に後部に作業機を取り付けて、農作業を行います。作業機自体も重いうえに、作
業機が地面に引っかかったり、過大な荷重がかかったりするとトラクターのフロントが浮いてしまい、
最悪の場合機械が後ろに転倒して作業者が傷つく場合もあります。

この様な事態を防ぐため、トラクター前面を重くし機械全体のバランスを取るために取り付けるウ
ェイトがフロントウェイトです。
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図Ⅰ－３ フロントウェイト＊２



③3点ヒッチ（リンク）

トラクターに作業機を取り付けるための装置です。

3点ヒッチは3本のアーム（1本のトップリンクと2本のローアリンク）と、油圧装置（リフトロッド）から

なります。
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トップリンク

ローアリンク

リフトロッド

図Ⅰ－４ 3点ヒッチ＊３ ＊４



④PTO（Power Take Off)
トラクターのエンジンからの回転力を取り出すところです。

ロータリーを回転させたり、モーアという草刈り機の刃を往復させたりと様々な作業を作業機に行
わさせることができます。

写真のPTOは回転部が剥き出しになっていますが、普段はカバーをかぶせてあります。また、作
業機を取り付けた際も、専用カバーで回転部をカバーします。といいますのも、非常に強力な力で回
転力がかかっているため、衣服の一部でも巻き込まれたりした場合命を落とすこともあるほどの事故
になりかねないからです。
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図Ⅰ－５ PTO＊５

PTOと作業機の
連結部分図Ⅰ－６ PTOと作業機の連結



⑤タイヤ・履帯

トラクターが主に動く場所は農地であり、草地であり、未舗装道路であり、湿地であり、ですので当
然舗装道路を走る普通の乗用車と同じタイヤでは動くこともできません。

ブロックパターンの大きい、土に食い込みの良いタイヤをトラクターには装着します。

また、極めて大型の農業機械を使う場合や

極めて軟質でタイヤを履いたトラクターでは入れ

ないような農地には、履帯式（キャタピラー、無

限軌道、クローラーなどとも言います）のトラク

ターを使います。
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図Ⅰ－７ トラクターのタイヤ＊６
（左：軟質土用、右：硬質土用）

図Ⅰ－８ 履帯式のトラクター＊７



Ⅱ．畑や田圃を耕す機械（プラウ、ロータリー）

プラウやロータリーについてご説明する前に、耕起という農作業についてご説明します。

農作業というと【土を耕す】作業を想起するほど、農業につきものの作業です。しかし、田畑はむやみ
やたらに耕せばよいというわけではありません。当然ですが、耕起には目的があります。目的に応じ
て実施する作業はそれぞれ同じではありません。それだけに、耕起に使用する農業機械も様々な種
類があります。耕起という農作業についてある程度の理解を深めておかねば、農業機械の種類につ
いても理解が深まりません。

ここでは、まず耕起の目的について簡単にご説明します。

①土の膨潤化

②除草

③天地返し

④堆肥の鋤き込み（団粒構造の実現）

⑤乾燥防止

⑥鋤床の破砕

などです。

耕起のために使うプラウやロータリーはそれぞれ耕起を行うという意味では共通していますが、そ
の機能はそれぞれ全く同じではありません。

従って、使用する農業機械はどんな目的で行う耕起であるかを理解したうえで選択する必要があり
ます。
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①土の膨潤化

機械を入れたり人が踏んだりすることで、土壌は少しずつ締め固まってきてます。これをほぐし、土
に適度な隙間をつくり、作物の根の呼吸と発達を促します。

②除草

雑草が生えた状態でロータリーやプラウを入れると、雑草が引き抜かれたり細断されるほか、土に
鋤き込まれるので、高い除草効果が見込めます。

③天地返し

土壌は、作物を植えて何年かしますと塩分が濃集したり、特定の微生物が増えすぎたり、栄養分が
少なくなったりと様々な障害が生じます。このため、作土壌を下部に埋め込み、深い部分にある土壌
を表面に出すという土壌をひっくり返す作業、すなわち天地返しを行うことがあります。

④堆肥の鋤き込み（団粒構造の実現）

植物が育ちやすい土壌は、通気性の良さと高い保水性という相反する性質を併せ持たねばなりま
せん。この相反する性質を併せ持つ土壌は、団粒構造を土壌に持たせることで実現可能になります
。団粒構造とは、土粒子同士が粒状に固まることで保水性をもち、その固まり同士に隙間があること
で通気性をもつという、土の状態です。

団粒構造は、土壌に堆肥等の有機物が鋤き込まれると、その有機物を分解する微生物が分泌す

る糊状の物質で土粒子がくっつきあうことで実現します。

つまり、堆肥の鋤き込みは団粒構造の実現が目的である

ということです。
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図Ⅱー１ 団粒構造と単粒構造＊８



⑤乾燥防止

日本ではこういうことはないのですが、大陸の極めて乾燥した地域では土壌の表面を細かく砕き土
壌全体の蒸発散を抑止するために、耕起を行うことがあります。

⑥鋤床の破砕

畑や田んぼでは機械を入れたり人が歩いたりするので、土は少しずつ固く締まってきます。しかし、
作土層では頻繁に耕起を行っているので、土壌は膨潤化されています。しかし、その下の部分では土
が少しずつ締め固まり、鋤床という固い層を形成します。

鋤床は水田においては漏水防止のために必要です。一方、畑では根が伸びる範囲が狭まる、根菜
類の成長を阻害する、鋤床以深に水が浸透しにくくなることで作土層が加湿になる、などの障害が生
じます。

以上から、鋤床の破砕は畑地では必要に応じて時々行っておくべき農作業だと言えます。
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機械や人の重みで土が締め固められる中、作度層は耕起され膨潤化
しますがそれよりも深い所では少しずつ土が締め固まっていきます。

作土層
鋤 床

図Ⅱー２ 鋤床の形成



①プラウ

日本語で言うと、鋤になります。

プラウにはモールドボードプラウ、ディスクプラウ、チゼルプラウなどの種類があります。

プラウによる耕起は以下のような特徴を持ちます。

・土壌を天地返しする効果が高い

・土が乾燥し易い

・耕起後に土の表面が凸凹になるので、整地作業が必要

・プラウを引くときは抵抗が大きいので馬力の大きいトラクターが必要だが、PTOを使わないので

燃費は悪くない

・ロータリー耕と比べると砕土効果が低いが、深耕効果が高い
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図Ⅱ－３ 様々なプラウ
左からモールドボードプラウ＊９、ディスクプラウ＊１０、チゼルプラウ＊９



②ロータリー

日本で普通に耕耘機といえば、ロータリーによる耕耘機を指すほどとてもポピュラーです。

ロータリーによる耕起は以下のような特徴を持ちます。

・砕土効果が高いが深耕効果が低い

・地表に撒いた堆肥等の攪拌効果が高い

・比較的手軽で馬力のあまり大きくないトラクターでも作業可能だが、PTOをフル稼働させるので燃
費は低くなる

・水田の耕起についてはロータリー一つですべての作業を済ませられる

・耕起後の圃場表面は平らになり、整地作業が不要
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図Ⅱー４ ロータリー＊１１



Ⅲ．農地の表面を均したり、土を砕いたりする機械（ハロー、パッカー等）

プラウ耕を行った後などは、特に圃場の地表面が凸凹になっているので、表面を平らにならさないと
播種や苗の植え付けができない場合があります。また、地表面を細かく破砕することで圃場の乾燥を
防ぐ必要がある場合なども生じます。

こういった場合に使うのが、ハローやパッカーといった砕土、整地用の機械です。
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図Ⅲー１ ディスクハロー＊１２（左）とスプリングハロー＊１３（右）
ディスクハローとスプリングハローの後ろ側にある緑のらせんと青いカゴ状の部品がパッカー



Ⅳ．肥料やたい肥をばらまく機械（ブロードキャスター、マニュアスプレッ
ダー等）

ブロードキャスターは粒状の肥料を圃場にばらまく機械で、マニュアスプレッダーは堆肥をばらまく
機械です。

いずれもPTOからの出力で機械的に肥料や堆肥をばらまく機構を備えています。
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図Ⅳ－１ ブロードキャスター＊１４（左）とマニュアスプレッダー＊１５（右）



Ⅴ．種まきや移植のための機械（プランター、ドリル、田植え機、移植機等）

種を撒くときに使う機械がプランターでありドリルです。一方苗を植えるための機械が、例えば田植
え機になります。

田植え機は日本が誇る、農業機械の傑作です。水稲栽培における革命を起こしたといっても過言で
はありません。

①プランターとドリル

プランターは一定間隔に種を播く機械で、ドリルは種子を条播きする機械です。
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図Ⅴ－１ プランター＊９（左）とシードドリル＊１４（右）



②田植え機

日本の農家にとって最も負担の大きい作業の一つ、田植えの負担を劇的に軽減した、まさに革命
的な農業機械です。

田植え機には、マット式とポット式の2種類があります。

ポット式は、マット式と比べると以下のようなメリットがあると言われています。

・苗の根を傷つけずに植えられるので、田植え後の発育がいい

・苗を大きく育てて深水にして植えられるので、雑草が生えにくい

・密植しないのでがっちりとした苗に育つので、反収が上がる

・苗箱が軽いので作業性がよい

ということで、稲の品質にこだわる農家の間ではポット式は高い評価を得ているようです。

特に、ポット式は田植えから収穫までの期間を短くする必要のある北海道でよく使われています。

一方ポット式のデメリットは

・機械の調整がナイーブ

・機械の適応力が低い

といったところのようです。
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図Ⅴー２ マット式＊１６（左）とポット式＊１７（右）田植え機



次に、ポット式田植え機とマット式田植え機の植え付け方法の違いを説明します。

以下にその詳しい機構を説明したgifファイルを見つけましたので、目で見てその違いを確認してくだ
さい。
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図Ⅴー３ マット式＊１８（左）とポット式＊１９（右）田植え機の機構の違い



③移植機

作物の苗を移植する機械です。田植え機も移植機になりますが、ここでは野菜の苗の移植機を幾
つかご紹介します。

野菜の苗の移植は田植え同様とても過酷な、重労働です。機械を導入することで、省力化と農地の
効率性向上が図れます。
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図Ⅴー３ 玉ねぎの移植機＊２０（左）ホウレンソウ移植機＊２１（右）



Ⅵ．圃場の土壌管理や作物管理の機械（カルチベーター、畝立て機、
マルチャー、溝切機等）

圃場の耕起や整地、堆肥の鋤き込みをしたら、後は種さえまけば作物は育つわけではありません。
畑作物については畝を立てたり、間引きをしたり、除草をしたり、培土（土の株元に土を寄せること）し
たり、田んぼの水はけを良くしたり、マルチングをしたりと様々な農作業を行う必要があります。

こういった各種の農作業について、専門の農業機械があります。もちろん、なくても大丈夫な機械も
ありますが、機械があることで作業の省力化が図れたり、手作業で行うよりきれいにできたり、といっ
たメリットも十分あるということです。

以下に、作業別に農機具をご紹介します。

①カルチベーター（中耕除草）

中耕除草とは、作物が生育中に畝の間を浅く耕すことをいいます。根際を耕すことで根が呼吸をし
やすくするとともに肥料の吸収も促進されます。また、この農作業を行うことで除草にもつながります
ので除草剤を省くこともできます。

この中耕除草に使う機械が、カルチベーターです。カルチと呼ばれることも多いこの機械は、様々な
バリエーションのアタッチメントがあり、芋掘りや、砕土、均平作業もこなせます。
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図Ⅵー１ トラクタに取付けたカルチベーター＊２２（左）と小型カルチベーター＊２３（右）



②畝立て

畑では、作物を植える場合概ね畝を立てます。

畝立ての意味は以下の通りです。

・日照面積が増えるので、地温が上昇する

・土壌の通気性がよくなり根の発育が促進される

・排水性がよくなり、降雨後いつまでも根が水浸しにならない

畝立てはカルチベーターのアタッチメントを使っても行うことができます。
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図Ⅵー２ トラクターに取付けた畝たて機＊２４（左）と小型畝たて機＊２５
（右）



③マルチャー

マルチとは作物の株元を藁やビニール、牛糞などで覆うことをいいます。

マルチの目的は以下の通りです。

・株元を被覆することで光を遮り、雑草の繁茂を抑える

・被覆材によって土壌からの蒸発散と降雨の浸透が抑えられ、土壌内の水分が適度に保たれる

・肥料の流亡が減る

・踏みつけ、雨水による土壌の物理的作用が減り、作土の膨潤性が保たれる

マルチ材料は特に何でもよいのですが、マルチャーでは主に黒いビニールシートを使います。
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図Ⅵー3 トラクタに取付けたマルチャー＊２６（左）と手動マルチャー＊２７（左）



④溝切機

水田は、田植えの後に溝切という作業を行います。

溝切の目的は以下の通りです。

・排水路までの水の流れをよくし、排水性を高める

・土中の根に有害なガスの排出を促す

・少雨時には溝に水を貯められる

昔の溝切は角材などを引っ張って行う重労働でした。
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図Ⅵー４ 田植え機に取付けた溝切機＊２８（左）と乗用溝切機＊２９（右）



⑤その他の管理機等

ⅰ．刈払機：雑草を刈り払う時に使います

ⅱ．中耕ロータリー

中耕除草作業を一手にこなす万能作業機です。マルチングや土入れができる機械もあります。
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図Ⅵー６ 中耕ロータリー＊３１

図Ⅵー５ 刈払機＊３０



Ⅶ．農薬や除草剤を散布する機械（スピードスプレヤー、ブームスプ
レヤー等）

農薬の散布、除草剤の散布などを行う機械です。

基本的に、ポンプで薬剤をノズルから噴出させるという仕組みは同じです。
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図Ⅶー１ スピードスプレヤー＊３２（左）とブームスプレヤー＊３３（右）



Ⅷ．収穫のために使う機械（コンバイン、バインダー、収穫機等）

作物の収穫に使う機械が、コンバインや収穫機です。

①コンバイン

コンバインは穀物の収穫に使います。元々コンバインはCombined（結合されたとか共同など）からき
た機械名ですが、何と何が結合されているかというと収穫と脱穀です。

かつては刈り取った稲を干し、倉庫に集め脱穀するという作業を行っておりましたが、コンバインの
陰で稲作農家は収穫にかかわる手間を省力化できています。

2013/1/12 28

図Ⅷー１ 自脱式コンバイン＊３４（左）と小麦用大型コンバイン＊３５（右）



②バインダー

稲を刈り取り、一定量で結束する農業機械です。

脱穀機能がないうえ、結束した稲を後で集める手間がかかりますので、大規模営農者はふつう使
いません。

しかし、バインダーで刈り取った稲は稲架（はざ）にかけて天日干しをすることができます。コンバイ
ンで収穫した稲はすぐに籾にしてしまうので、稲架かけをすることができません。

稲架かけは手間のかかる重労働です。しかし、食味はよくなり販売単価を上げられるので、積極的
に稲架かけをする農家さんも多いです。
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図Ⅷー２ 稲架＊３６（左）とバインダー＊３７（右）



③収穫機

収穫機は、根菜類の収穫機、葉菜類の収穫機に大きく分けられます。

根菜類の収穫機は主に土ごと堀出し土をふるい分けることが多いです、野菜類の収穫機はバリカ
ン様の刃で刈り取って収穫する機械が多いです。

機械で収穫ができる作物はそれでも少数派です。ほとんどの果菜類や果物、葉菜類は人力による
収穫に頼っています。
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図Ⅷー３ ポテトハーベスター＊３８（左上）ダイコン収穫機＊３９（中上）とサトイモ収穫機＊４０（右上）
大麦若葉収穫機＊４１（左下）ネギ収穫機＊４２（中下）ホウレンソウ収穫機＊４３（右下）



Ⅸ．水をくみ上げたり、散布したりする機械（ポンプ、スプリンクラー等）

農業は水がなければできません。水を水田に引き入れたり、畑で灌水したりするためにポンプを使
い、スプリンクラーを使います。
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図Ⅸー１ 農業用ポンプ＊４４（左）とスプリンクラー＊４５（右）



Ⅹ．牧草や飼料作物の収穫のために使う機械（ヘイレーキ、ロールベ
ーラ、ベールラッパー等）

牧草の刈取や細断、集草、反転乾燥、サイレージするための機械です。
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図Ⅹー１ ディスクモーア＊４６（左上）とヘイレーキ：４７（右上）
ロールベーラ＊４８（左下）ベールラッパー＊４９（右下）



ⅩⅠ．農業機械とハイテク

農業機械、特に圃場機械は農業者を重労働から解放し、生産性を向上させるという重要な役割を
果たしてきました。

その究極の形として、最近ではハイテクを活用し自動運転や作業機の自動制御などが実用段階に
近づいてきています。その自動運転の様子等を、以下の動画で見ることができます。

無人ロボットコンバイン

http://youtu.be/JmKbYH72Kds

トラクタ無人運転

http://youtu.be/gbZUPSjTp8E

自動水平システム

http://youtu.be/GdV6thZFjbU

衛星誘導の自動運転システム

http://youtu.be/2vlc0_dVYbA
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引用の出典先

Ⅰ.農作業を行うための原動力を提供する機械（原動機とトラクタ）
＊ １：http://blog.goo.ne.jp/simyo124/e/f10be03c7ce2123bf11dc13d3d444567 （東京里山農業日誌）

＊ ２：http://www.tanabenouki.com/blog/?page=detail&no=250 （田辺農機のブログ）

＊ ３：http://akabane.ftw.jp/index.html （赤羽商会）

＊ ４：http://homepage1.nifty.com/katouam/sub1.htm （農業機械カトウAM）

＊ ５：http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%95 （ウィキペディア「パワーテイクオフ」）

＊ ６：http://www.sangyo-syarin.com/middle_nouki_page/fslm_tractor_bs.html （荷車用 農機用タイヤ販売どっとこむ）

＊ ７：http://www.yanmar.co.jp/news/2008/0123-03.html （ヤンマーHP)

Ⅱ.畑や田圃を耕す機械（ロータリー、プラウ）
＊ ８：http://www2.tokai.or.jp/shida/FarmAssist/danryuu.htm （いちじくの志田ファーム）

＊ ９：http://www.eooo.jp/ctr.php/m/Top （EOOO!みんなの農業商品サイト）

＊１０：http://www.ami-kobayashi.net/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=25 （有限会社 A.M.I小林）

＊１１：http://www.niplo.co.jp/index.html （松山株式会社）

Ⅲ.農地の表面を均したり、土を砕いたりする機械（ハロー、パッカー等）
＊１２：http://news.nakazawa-agm.com/?eid=542 （NAKAZAWA NEWS)
＊１３：http://ishimura-agri.co.jp/index.html （株式会社 石村鉄工）

Ⅳ.肥料やたい肥をばらまく機械（ブロードキャスター、マニュアスプレッダー等）
＊１４：http://www.viconjapan.com/home/www/product/index.html （株式会社 ビコンジャパン）

＊１５：http://www.nh-hft.co.jp/contents.html （日本ニューホランド株式会社）
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Ⅴ.種まきや移植のための機械（プランター、ドリル、田植え機、移植機等）
＊１６：http://lion-san-marchen.blogspot.jp/2010/05/blog-post.html (it is good if it does LOOSE)
＊１７：http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BF%E3%81%AE%E3%82%8B%E7%94%A3%E6%A5%AD （ウィキペディア「みのる産業」）

＊１８：http://www.iseki.co.jp/products/taueki/taue-rotary.html （井関農機株式会社）

＊１９：http://homepage3.nifty.com/ystmr/kome/pot-taueki/pot-taueki1.html （あぜみち「無農薬のお米ミルキークイーンの産直無農薬の玄米、分づき米、白米、発芽玄米餅」）

＊２０：http://www.pref.okayama.jp/page/detail-48134.html （岡山県東備農業普及指導センター）

＊２１：http://www.jagrons.com/archives/2007/05/post_67.html （Jagrons+ほうれん草）

Ⅵ.圃場の土壌管理や作物管理のための機械（カルチベータ、畝たて機、マルチャー、溝切機等）
＊２２：http://www12.plala.or.jp/kon-/sagyouki.html （千葉在住KONのサイト～です）

＊２３：http://www.ryobi-group.co.jp/projects/powertools/products/item_detail.php?itid=398&cid=18&csid=205&ckbnid=4&pf=2 （リョービ）

＊２４：http://komepawaa.blog49.fc2.com/blog-entry-647.html （１０代目、農業に挑戦します）

＊２５：http://tomononekko.blog83.fc2.com/blog-entry-864.html （冷やし菜園始めました）

＊２６：http://hyogo-nourinsuisangc.jp/19-kenkyu/21/kenkyu-2202.html （兵庫県立農林水産技術総合センター）

＊２７：http://ameblo.jp/tsujino-tokuda/entry-10292924936.html （辻野建設工業株式会社）

＊２８：https://www.iseki.co.jp/products/taueki/taue-12.html （井関農機株式会社）

＊２９：http://nosai.or.jp/mt/2008/02/post-5.html （農業共済新聞）

＊３０：http://yoimaru.blog.so-net.ne.jp/2009-07-10 （山行酒花）

＊３１：http://nosai.or.jp/mt/2008/02/post-5.html （Youth Want）

Ⅶ.農薬や除草剤を散布する機械（スピードスプレヤー、ブームスプレヤー等）
＊３２：http://www.sankyo-rad.com/?p=2663 （Sankyo Radiator）
＊３３：http://www.obihiro.ac.jp/~fmsatow/old_hp/old_lab/work_seen/boomspray.html
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Ⅷ.収穫のために使う機械（コンバイン、バインダ、収穫機等）
＊３４：http://www.flickr.com/photos/33764672@N04/3143550715/ （ひだまりファーム）

＊３５：http://hokkaidoho.exblog.jp/5953604 （今日の北海道ホープランドの出来事）

＊３６：http://fujilove3776.blog44.fc2.com/?tag=EosKissDN （富士Photo File）
＊３７：http://hyakuishou.exblog.jp/6633802 （百一姓blog）
＊３８：http://nishi.blogzine.jp/blog/2012/09/post_d556.html （十勝 四季の風便り）

＊３９：http://www.shinnouki.co.jp/kinpuro/kinpuro06-2-08.html （新農業機械実用化促進株）

＊４０：http://www.asahi.com/news/intro/OSK201210190161.html （朝日新聞）

＊４１：http://blog.livedoor.jp/valiant1161/archives/1495503.html （Matsumoto Kiko Co.Jp）
＊４２：http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h21_h/trend/part1/zoom/zoom_66.html （農林水産省）

＊４３：http://holog.blog93.fc2.com/blog-entry-57.html （コフナ農法20年以上！！ほうれん草ブログ『ほろぐ』）

Ⅸ.水をくみ上げたり、散布したりする機械（ポンプ、スプリンクラー等）
＊４４：http://www.kashimoto-denki.com/flow_gallery/gallery-778-12331.html （樫本電器商会）

＊４５：http://www.pref.nagano.lg.jp/xtihou/kiso/intro/nochi/rekisi1.htm （長野県木曽地方事務所農地整備課）

Ⅹ.牧草や飼料作物の収穫のために使う機械（ヘイレーキ、ロールベーラ、ベールラッパー等）
＊４６：http://www.viconjapan.com/home/www/product/discmower.html （株式会社 ビコンジャパン）

＊４７：http://www.geocities.jp/alpaism/syuukaku.html （Welcome! Alpaism.）
＊４８：http://www.jsfwr.org/fw_data/data/10-014.html （集積機構付きスレッシャとロールベーラを用いた小豆収穫残渣回収）

＊４９：http://www.viconjapan.com/home/www/product/balewrapper.html （株式会社 ビコンジャパン）
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