
（ア） 乗用型トラクターの片ブレーキ防止装置（新規） 

（イ） 自脱コンバインの手こぎ部の緊急即時停止装置（新規） 

主なねらい ：停止ボタン操作後すぐにフィードチェーンが止まらないことや
小柄な作業者によっては停止ボタンに手が届かない型式がある
ことから、巻き込まれによる死亡事故と負傷事故のうちで入院
が必要な負傷を招く事故の撲滅を目標とする。 

機械の概要 ：巻き込まれた手が脱穀部分に至る前にチェーンを完全に停止さ
せるとともに、片手で解放でき、小柄な作業者でも操作しやす
い緊急停止装置。 

目標価格帯 ：現行価格と同じか、最大でも１割増。 
PTメンバー：井関農機（株）、（株）クボタ、三菱農機（株）、ヤンマー

（株）、（株）IHIシバウラ、（独）労働安全衛生総合研究所、
東京大学、埼玉県、全国農業機械士協議会、（有）アグリ山崎、
生研センター等 

開発状況 ：第１回のPT検討会を実施。開発スケジュール等を確認し、現
在、試作機を開発中。 

主なねらい ：左右のブレーキペダルの連結、解除は手動で行う必要があり手
間がかかることから、連結・解除操作を省略しがちである。一
方、乗用型トラクター事故のうち片ブレーキが原因と疑われる
転落・転倒事故は13％も占めることから、この新装置の実用化
により当該原因による事故を０件とする。 

機械の概要 ：不要時は連結状態を保持できる、既存の乗用型トラクターへ追
加装備可能な片ブレーキ防止装置。 

目標価格帯 ：10万円以下 
PTメンバー：井関農機（株）、（株）クボタ、三菱農機（株）、ヤンマー

（株）、（株）IHIシバウラ、（独）労働安全衛生総合研究所、
東京大学、埼玉県、全国農業機械士協議会、（有）アグリ山崎、
生研センター等 

開発状況 ：第１回のPT検討会を実施。開発スケジュール等を確認し、現在、
試作機を開発中。 

３ 農作業の安全に資する機械 

連結        解除 

慣行 

開発機 

慣行 

開発機 

18  



  

１ 誘導ｹｰﾌﾞﾙ式果樹無人 
  防除機 
２ 野菜接ぎ木ﾛﾎﾞｯﾄ 
３ 野菜残さ収集機 
４ 重量野菜運搬作業車 
５ 果樹用ﾊﾟｲﾌﾟ式防除 
  散布機 
６ 野菜全自動移植機 
７ ｷｬﾍﾞﾂ収穫機 
８ ごぼう収穫機 
９ 農業副産物ｺﾝﾎﾟｽﾄ 
  化装置 
10 汎用いも類収穫機 
11 いちご収穫作業車 
12  だいこん収穫機 
13  ねぎ収穫機 
14  野菜栽培管理ﾋﾞｰｸﾙ 
15  軟弱野菜調製装置 
16  はくさい収穫機 
 
 

水田用機械 野菜・果樹用機械 

17 長ねぎ調製装置 
18 大粒種子整列は種 
   装置 
19 傾斜地果樹用多目的 
   ﾓﾉﾚｰﾙ 
20 ｾﾙﾄﾚｲ苗挿し木装置 
21 追従型野菜運搬車 
22 ﾄﾞﾘﾌﾄ低減型ﾉｽﾞﾙ 
23 いも類の収穫前茎葉 
  処理機 
24 可変施肥装置 
25 高精度畑用中耕除草機 
26 環境保全型汎用薬液 
  散布装置 
27 全自動野菜接ぎ木ﾛﾎﾞｯﾄ 
28 高機動型果樹用高所 
   作業台車 
 
 
 

１ 家畜ふん尿脱臭装置   
２ 簡易草地更新機 
３ 搾乳ﾕﾆｯﾄ自動搬送装置 
４ 個体別飼料給餌装置 
５ 細断型ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗ 
６ 高精度固液分離装置 
７  品質管理型たい肥自動混 
   合・かくはん装置 
８  自然ｴﾈﾙｷﾞｰ活用型高品 
   質たい肥化装置 
９  畜舎換気用除じん・脱臭 
   装置 
10  汎用型飼料収穫機 
11  乳頭清拭装置 
12  牛体情報ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 

畜産用機械 

１ 大型汎用ｺﾝﾊﾞｲﾝ  
２ 水田用栽培管理ﾋﾞｰｸﾙ 
３ 高速耕うんﾛｰﾀﾘｰ 
４ 穀物遠赤外線乾燥機 
５ 軽量紙ﾏﾙﾁ敷設田植機 
６ 高精度水稲種子ｺｰﾃｨﾝ 
   ｸﾞ装置 
７ 畦畔草刈機 
８ 高精度水稲湛水直播機 
９  米品質測定評価装置 
10 高速代かき機 
11 高精度水田用除草機 
12 中山間地域対応自脱型 
   ｺﾝﾊﾞｲﾝ 
13 穀物自動乾燥調製装置 
14 土壌ｻﾝﾌﾟﾙ粉砕篩分装置 
15 作物生育情報測定装置 
   （携帯式） 
16 低振動型刈払機 
17  収量ｺﾝﾊﾞｲﾝ 
18 高精度高速施肥機 

  ○ 分野ごとの農業機械化の状況 

○ これまでの緊プロ事業において、生研センターで開発された大型汎用コンバインをはじめとする 

 水田用機械、野菜用の各収穫機など、58機種が実用化。 
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（参考） 緊プロ事業の開発状況 



  大型汎用ｺﾝﾊﾞｲﾝ       ３６０ 
  水田用栽培管理ﾋﾞｰｸﾙ    ５３０ 
  穀物遠赤外線乾燥機    １０９,１０５ 
  軽量紙ﾏﾙﾁ敷設田植機      ２３０ 
  高精度水稲湛水直播機  １，６８９ 
  高精度水田用除草機    ６０５ 
  中山間地域対応自脱型ｺﾝﾊﾞｲﾝ １，９７０ 
  野菜全自動移植機    １６３ 
  汎用いも類収穫機     ４９ 
  だいこん収穫機     １３６ 
  ねぎ収穫機   １，２８１ 
  野菜栽培管理ﾋﾞｰｸﾙ    ９３０   
  軟弱野菜調製機     ４３０ 
  高速代かき機  ７８，９５１ 
  家畜ふん尿脱臭装置     ６０(地区) 

  搾乳ﾕﾆｯﾄ自動搬送装置    ２８９ 
  細断型ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗ     ６２０ 
  高精度畑用中耕除草機（ﾄﾗｸﾀｰ用）   ５３６ 
           （乗用管理機用）   ９３ 
 

  ○ 緊プロ事業実用化機種の普及状況 

注：普及台数には、家畜ふん尿脱臭装置及びドﾘﾌﾄ低減型ﾉｽﾞﾙ
は含まない。 

（台/年） 

（台） 
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○ 緊プロ事業により開発・実用化された農業機械については、これまで農業現場への導入、普及 

 が図られ、その普及台数は累計22万台（平成22年度末）に達し、農作業の効率化、労働負担の軽 

 減などに貢献。 

（台/累計） 

主な緊プロ機の普及台数 年次別普及台数及び累計 

13,238 

9,458 

13,665 
14,815 

20,423 
21,802 

23,452 
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累計：223,441 
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  ○ 主な緊プロ機 

機種名 開発機の概要 開発企業 

大型汎用コンバイン 
(H６年実用化） 

稲、麦、大豆、そば、ハトムギ等多くの作物に対応。刈幅３.６ｍ、
日本型スクリュー脱穀機構を採用した最大級の汎用コンバイ
ン。能率は水稲約７０a/時、小麦約１４０a/時。 

井関農機（株）、（株）
クボタ、三菱農機
（株）、ヤンマー（株） 

穀物遠赤外線乾燥機 
(H10年実用化） 
 

燃料消費量10％、電力消費量を30％程度減尐。低騒音で快適
な作業環境を実現。米の粘りが増大し、食味が向上。 
 

井関農機（株）、 
金子農機（株）、（株）
クボタ、 
三菱農機（株）、 
（株）山本製作所、 
ヤンマー（株） 

ねぎ収穫機 
(H10年実用化） 
 
 

自走・乗用型の１条用・一斉収穫機で、走行は無機変速、機体
の左右水平制御機構を装備 。ねぎの損傷はほとんどなく、どの
畝からでも自由に収穫でき、収穫・結束・搬出作業を高能率で実
施。能率は約１．２ａ／時（１名作業）で、慣行作業の約３倍。 

井関農機（株）、 
（株）クボタ、 
小橋工業（株）、 
松山（株）、 
ヤンマー（株） 

高速代かき機 
(H13年実用化） 
 
 

稲株の埋没性が大幅に向上。２０～３０％高速作業が可能で、
能率は２０％程度アップし燃料１５％削減。  
 

井関農機（株）、（株）
クボタ、小橋工業
（株）、（株）ｻｻｷｺｰﾎﾟ
ﾚｰｼｮﾝ、松山（株）、三
菱農機（株）、ヤン
マー（株） 

細断型ロールベーラ 

(H15年実用化） 
 
 

ハーベスタで収穫した細断トウモロコシをロール状に成型し、
ネットを外周に巻き付け、走りながら放出。作業は、(1)ワンマン
収穫 (2)枕地処理に対応した定置式利用 (3)低馬力トラクタ利

用の伴走作業に対応でき高能率。ロールベールは、直径約８５
ｃｍ、重さ約３００ｋｇで高密度・高品質なサイレージに調製。 

（株）IHIスター、（株）タ
カキタ、ヤンマー（株） 
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機種名 開発機の概要 開発企業 

汎用型飼料収穫機 

(H20年実用化） 
 

青刈トウモロコシ、飼料稲、予乾牧草等の飼料作物をア
タッチメント交換することにより１台で収穫・細断・ロール
成形することができる飼料収穫機。 
 

(株)タカキタ、 
ヤンマー(株) 

野菜接ぎ木ロボット用 
自動給苗装置 

(H21年実用化） 
 

従来の接ぎ木ロボット体系では人手に頼っていた穂木と
台木の供給を自動で行うことにより、労働力を４名から２
名に半減。全て人手で接ぎ木する体系と比べれば、１名
当たりの作業能率は3.4倍。 

井関農機(株) 

高精度畑用中耕除草機 

（トラクター用： 
H20年実用化、 
乗用管理機用： 
H21年実用化） 

従来式（ロータリ式）に比べて約２倍の高速作業が可能
で、湿潤な土壌条件でも作業ができるディスク式の中耕
除草機。燃料消費も半減可能。 

＜トラクター用＞ 

小橋工業(株) 
 
＜乗用管理機用＞ 

井関農機(株)、 
鋤柄農機(株) 

高精度高速施肥機 
(H22年実用化） 
 

作業速度及び肥料の物性に応じた散布量の適正制御
による高精度かつ高能率な施肥を実現。 

（株）IHIスター、 
（株）ササキコーポ
レーション 

高機動型果樹用高所作業台車 
(H23年実用化） 

脚立の昇降・移動による負担を抑え、機動性の優れた
操舵機構や高所でも安全に作業ができる水平制御式機
構を備えた作業台車。 

（株）サンワ、 
（株）丸山製作所 

  ○ 近年実用化した主な機種 
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