
2022年6月作成⑥01110-J01740  2006Ⓚ

ロボットトラクター・オートトラクター
オートコンバイン

GNSS 衛星測位システム

直進アシストトラクター

オートコンバイン

ロボット/オートトラクター
オート/直進アシスト田植機



オートコンバイン
YH6115

管理

13P ▶

農薬散布用ドローン
産業用マルチローター
T10 / T30

ロボットトラクター
オートトラクター
YT488A / YT498A
YT4104A  / YT5113A

直進アシストトラクター
YT330R(J) / YT333R(J) 
YT338R(J) / YT345R(J)
YT352RJ / YT357RJ

YR5DA / YR6DA
YR7DA / YR8DA

※YR5DAはディーラーオプション
+スマート施肥

SMARTPILOT®（スマートパイロット）は、位置情報やロボット
技術などの ICTを活用して農作業の省力化・効率化、高精度化を
実現する自動運転技術を搭載した農業機械シリーズの総称です。

13P ▶9P ▶

8P ▶

12P ▶

4P ▶ 5P ▶ 11P ▶

6P ▶

7P ▶



1枚のほ場の9割※1

を自動で作業できる

人が乗車することなく、近距離監視
のもとタブレットひとつで作業をコン
トロール。有人機と合わせて、2つ
の作業をひとりで同時に行えます。
また、作業開始・停止・再開は約
400～500m離れた位置からリモ
コンで遠隔操作できます。

旋回や車速・エンジン回転の調整
も自動で行い、搭乗者は緊急時の
ブレーキ操作のみ。
誰でも熟練者並みの作業ができ、
長時間作業の疲労を軽減します。

オペレータの負担を軽減し、
大幅な省力化ができる

直進時はハンドル操作が不要なため、
作業状況を確認しながらゆとりを持って作業
が行えます。
旋回時の操作はハンドルを切るだけ。自動で
直進がOFFになり、作業機も自動で上がり
ます。

操作が簡単、まっすぐ作業

作業に応じて作業幅、ラップ幅の設定が可能。
モニターに表示された経路に応じて作業をす
れば、重複作業や未耕地を減らして、効率が
上がり、ムダ・ムラも防止できます。

■ ムダ・ムラを省いて効率アップ

誤差±2～3cmの高精度作業が可能。作業速
度は0.2km/h～の低速作業が行えます。

■ より高精度に作業できる！
 RTKアップグレードキット（オプション）

【直進アシスト ON 】
自動で直進

【直進アシスト OFF 】
手動旋回

【直進アシスト ON 】
自動で直進

ハンドル操作不要！
ゆとりを持って作業確認

作業機昇降スイッチを下げる
手動旋回→自動で直進／作業機も下がる

ハンドルを切る
自動で直進→手動旋回／作業機も上がる

自動で直進できるから、
誰でも簡単、まっすぐ作業ができる！
直進アシストトラクター
YT330R(J)
30PS

■ オートトラクター

■ ロボットトラクター

YT333R(J)
33PS

YT338R(J)
38PS

YT345R(J)
45PS

YT352RJ
52PS

YT357RJ
57PS

旋回後は作業機昇降スイッチ
を下げるだけで、自動で直進
アシストがONになります。

耕うん作業
ラップ幅を最小限
にして能率の良い
作業ができます。

肥料散布作業
散布の重複や未散
布などムダ・ムラを
防止できます。

心土破砕作業
自動で設定通りの
等間隔で作業が
できます。

作業幅

作業幅

ラップ幅
を最小に

間を空けても
等間隔 斜めでも

等間隔

うね立て作業
まっすぐ等間隔に
うね立てができます。

等間隔
まっすぐ



YR5DA
5条植え

YR6DA
6条植え

YR7DA
7条植え

YR8DA
8条植え

基準線を登録すれば、次工程からはスイッチ1つで基準線に沿って自動
で直進し植付けを行います。直進を保つためのハンドル操作が不要に
なるので、ラクに正確な植付けができます。

タッチパネルで施肥量を簡単に調整
でき、肥料の使い分けでも再現性が高い作業ができま
す。パソコンで施肥マップを作成しそのデータに基づき、
ほ場内の各地点の地力に応じた可変施肥ができます。

■ デジタル設定で簡単精密施肥
　 ［スマート施肥（V仕様）］

を押して
スタート

停車状態からでも
スタート可能

レーキは
常に土壌表面の高さを検出

レーキは
常に土壌表面の高さを検出

一定の植付け深さ 一定の植付け深さ

植深さが浅くなりやすく
倒れやすい。

レーキが
ないと

植深さが
深くなりやすい。

浅い 深い フロートフロート

硬いほ場のとき 軟らかいほ場のとき

レーキが
ないと

※YR5DAはディーラーオプション



AB

収穫量センサーおよび収穫量マッピングで測定できる作物

直進・刈取昇降・旋回、籾排出への
移動、中割りの位置決めを自動で行
います。

ほ場外形の辺に対してそれぞれ
平行に自動操舵を行います。
回り刈り時も使用可能です。

直進の基準線を登録することで、
自動直進作業が可能になりま
す。変形田でオート経路が作成
できない場合に便利です。

刈取り・旋回が自動、条合わせも不要な
「オートモード」

1

ほ場外形に合わせた直進操舵を自動化できる
「枕地直進モード」

2

設定した基準線に平行して自動直進できる
「直進モード」

3

自動操舵は3つのモードから選択が可能。
作業に合わせたオート機能を使用できます。

■ 作業に合わせて選べる３つのモード

オートモード
作業領域

オートモードスタート
主変速レバーを
前進側へ倒すだけ ※2

グレンタンクの
満タン時期を予測して、
自動で排出位置に移動

最外周1周分を
手動で刈取りながら、
ほ場の外形を登録。

作業領域を登録1
登録したほ場外形に
合わせて、2～3周分の
直進操舵を自動化。

枕地直進モード2
刈取作業の
操作を自動化。※2

オートモード3

※2: 刈高さの微調整は手動

自動操舵で、誰でも高能率に作業ができる！

最初の1周分を手動走行で刈取りし、ほ場の外形を登録すれ
ば、次の2～3周は「枕地直進モード」で直進中のハンドル
操作が不要に。それ以降は「オートモード」を使えば、手放し
で刈取作業が行えます。
※ ヤンマー調べ。ほ場面積0.92ha（122×76m）

■ ほ場の約9割※を自動操舵

スイッチ1つで籾のロスを防ぐ

こぎ胴・揺動からの籾のロスを検知し、選別・車速・送塵・
風量を最適に自動調整。
設定されているロスの上限値を超えると制御が働き、
ロスを低減します。

■ 自動ロス制御 [YH6101/YH6115/YH7115]

自動ロス制御の
機能解説動画が
ご覧になれます。

収穫の自動化で、
誰でも、ロスなく高能率作業
オートコンバイン
YH6115
A仕様

収穫しながら収穫量測定・データ収集

※収穫量センサーは衝撃力検出型収穫量測定方式。精度は±5％以内となるように設計して
いますが、ほ場・作物条件によってこれらの精度から外れる場合があります。

※収穫量センサーのセンサーパッドは、250時間ごとを目安に点検し、500時間使用または
パッドの厚みが1mm以下になったときを目安に交換してください。

※普通型の場合は、収穫量マッピング機能はリールヘッダーを装着しているときのみ使用可
能です。

自脱型

普通型

米・小麦・大麦

米・小麦・大豆設定メニュー画面
［カラーセンターディスプレイ］

自動ロス制御スイッチ

ロス低減重視か、作業能率重視か、
5段階で制御レベルを調整できます。





コンパクトに折りたためて格納・運搬時も場所いらず。しか
も軽量なので持ち運びや積み下ろし作業もラク。はじめて
の方でも快適で効率のよい散布作業が行えます。

大容量の薬剤タンクとパワフルなプランジャーポンプが最
大吐出量7.2L/min※を実現。果樹・露地野菜などにも対
応し、安定した効率的な散布でプロの営農に貢献します。

優れた散布性能で防除作業の時間と労力を軽減
農薬散布用ドローン

あらゆる作物に対応する本格プロ向けモデル

中山間地農業から大規模農業まで幅広く対応
産業用マルチローター

T10

自動航行推奨モデル

自動航行推奨モデル

産業用マルチローター

T30

薬剤タンク
最大搭載量

8L

最大散布幅

6m
※

1フライト
最大散布面積

1ha
※

薬剤タンク
最大搭載量

30L

最大散布幅

9m
※

1フライト
最大散布面積

1.5ha
※

※ ほ場の形状、作業条件などにより散布効率は異なります。

インターネット回線を
通じて給水時間や開度を設定

①機側設定型
②遠隔設定型

TCZ
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