
種芋用のナガイモ切断機 

【慣行】 【新】 
①一定期間内で切断・防除処理を済ませる必要から、家族労働
＋雇用労働により計4~7名による組作業。 
②種芋サイズのバラつきが大きく（20~25%）、種芋コストが嵩む
とともに、青果規格にバラつき。 
②青かび由来の種芋腐敗対策として、試験場等の指導により消 
 石灰の粉衣もしくは消石灰乳液への浸漬等を実施。 

貯蔵種いも 

薬剤処理等 

包丁で１個ずつ切断 

最適サイズに切断           
↓         

切断刃-種芋消毒 
↓          

部位毎に仕分 

＋ 種芋消毒 
（オプション化） 

ｷｭｱﾘﾝｸﾞ- 催芽 

播 種 

自動化 

種イモ消毒 
（消石灰粉衣or消石灰乳液浸漬） 

部位毎に仕分 

貯蔵種いも 

薬剤処理等 

ナガイモ切断機（本体） 

播 種 

ｷｭｱﾘﾝｸﾞ- 催芽 

①投下労働時間を50~70%削減、家族労働（2名）のみによる 
②種芋サイズのバラつきを10~15%に抑え、収量性（規格内品率） 
 を向上し、種芋コストを10%程度削減 
③ナガイモのカット野菜現場にも導入可能 
④種芋消毒機能については、地域の指導に基づく消毒方法の 
 選択、既往の消石灰浸漬装置の普及を考慮しオプション化 

※写真（平24年度
試作モデル）を原
型とする予定 

園芸作物 

■目標導入台数、面積（実用化当初５年間） 
  260台/780ha 
■価格帯 
  180万円（本体価格、種芋の消毒装置をオプション扱い） 

（１） 農作業の省力化・低コスト化を図り規模拡大等による農業経営の体質強化に資する機械 
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雑草種子を駆除する蒸気処理防除機 
【慣行】 【新】 

相当蒸発量700kg/h 

2,000kg以上の積載能力 

自走クローラ 

2,000kg以上の積載能力 

40HPトラクタ牽引 

相当蒸発量400kg/h 

積載重量1,200kg 

試作機であるJJ-5.0の処理能力は
0.7km/h、1時間20分/10aであり、現状で
は普及性に限界がある。 

①大豆ほ場での帰化アサガオ類等、水稲作での雑草イネ等
の難防除雑草が蔓延し、作物生産に支障。 

➁慣行では、いずれの草種も既存の除草剤処理では根絶が
難しく、手取り除草が主体であり、省力的な駆除技術への要
望が高い。 
③中央農研等の共同研究で開発された試作機JJ-5.0の効果

が長野県等で実証されているが、処理能力が低く普及性に
限界。 

①機構：相当蒸発量700kg/時の蒸気ボイラー、水タンク、発
電機、オイルタンク、蒸気噴出フードが積載可能な走行体。 
➁機能：地表面に落ちている当年産雑草種子の90％以上を
駆除することが可能。 
③燃料及び水の利用効率を高め、40分/10aの作業能率。 

＋ 

＋ 

■目標導入台数、面積（実用化当初５年間） 
200台、6,000ha   
■価格帯 
600万円 

土地利用型作物 

（２） 消費者ニーズ等に則した安全で環境にやさしい農業の確立に資する機械 
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農用作業車の除泥装置 

【慣行】 【新】 

耕うん・代かき・収穫等の作業時に走行部や作業機に 
土壌が付着 
  → ほ場から出て移動するとき舗装路上に散乱 

土埃による環境汚染・交通障害・風化土壌中の病原菌拡散 

（現行対策） 

スコップ等による除泥 トレーラによるほ場間移動 トラクタ後輪用装置例 

車輪式： 
  トラクタの作業機取り付け部（オートヒッチ）のフレームに 
 後付け可能な搔き取り機構。 
  前輪用は、付加重錘用ブラケット等を支持部とする構造。 
  作業時またはほ場退出時に使用し、除泥率 
 （排土した土壌量/付着した土壌量×100）で7割以上を目標。 
 
履帯式： 
  ほ場退出時に走行部側面を被覆する構造または走行部外 
 へ付着土を掻き分ける構造により、落下量を軽減。 
  非装備状態に対して7割以上の抑制効果を目標。 

土地利用型作物 

■目標導入台数、面積（実用化当初５年間） 
  トラクタ10万台・コンバイン2万台、水田12万ha・畑10万ha 
■価格帯 
  20万円（小型トラクタ用）～70万円（大型コンバイン用） 

（２） 消費者ニーズ等に則した安全で環境にやさしい農業の確立に資する機械 
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急傾斜法面にも適用可能な高機動法面除草機 
【慣行】 【新】 

遠隔操作で40度急傾斜法面で使える除草機の試作 
（農水委託アシストプロでの取組（（公財）新産業創造研究機構他）） 
 傾斜地適応性・走破性の高いクローラ走行部採用 
 軽量化：180kg→140kg（リチウムイオンバッテリ使用など） 
 草刈部の遠隔操作（セル付エンジン）も実現 

草生条件に合わせた草刈部選択 
 シバ草生：安全性の高いナイロンコード刃 
 強害雑草：フレール式ロータリ 
 既存草刈機構活用による開発コスト抑制 

電動走行部による高機動化 
 超信地旋回など傾斜地旋回性能の向上 
 傾斜40度での走行速度0.5m/s確保 

① 市販法面草刈機は作業者の支持要 
② ４輪式の乗用草刈機は傾斜20度まで 
③ 40度まで対応できる大型クローラ式は

凹凸の少ない河川大型法面向き 

③ 

② 

① 
市販草刈機の課題 

実用化・市販化に向けた課題  
 高機動化（0.2→0.5m/s） 
 傾斜地適応性向上 
 （等高線安定走行、旋回機動性） 
 多様な草生条件への対応 
 （強害雑草侵入法面対策など） 

走行部、草刈部の専門メーカがそれぞれ重点的に
取り組むことで実用性の高い除草機を開発 

土地利用型作物 

（３） 農作業の安全向上に資する機械 

■目標導入台数、面積（実用化当初５年間） 
  100台、年間1,000haの水田周辺の法面除草に適用 
■価格帯 
  100～200万円 
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分野 機 種 名 開発機の概要 目標 

園芸作物 
 

野菜用の高速局
所施肥機 

トラクタから速度情報を得ることなく作業機側
で作業速度を取得し、高精度に車速に連動
するほか、初期生育に対応する畝上部の施
肥と生育中後期に対応する畝下部の施肥（２
段施肥）を行うことのできる施肥機。 

・上部及び下部の施肥量を精度よくコントロールするこ
とで施肥量を慣行比３割削減可能とし、生育の斉一性
を上げ一斉収穫の可能性を高める。 

・未熟練な者でも精度の良い施肥を可能とし、一斉収
穫の割合を高める。 
（開発期間：平成27年以降３カ年、開発費：５千万円） 
 

４ 今後、開発を検討すべき機種（案）の概要 

（２） 消費者ニーズ等に則した安全で環境にやさしい農業の確立に資する機械 

分野 機 種 名 開発機の概要 目標 

土地利
用型作
物 

IT乗用農機の事故
未然防止装置 

事故の未然防止のため、機械の稼働状況
の管理や作業履歴を記録する等の既存の
システム機能に加え、危険箇所接近のオペ
レータへの警告等の機能、乗用農機の作業
位置や稼働状況を安全管理者等がリアルタ
イムに把握でき、転倒の発生や緊急停止ボ
タンの操作があった場合に、安全管理者等
に通報する機能を有する事故未然防止装置。 

・ＩＴ乗用農機が装備する各種センサや通信機能を利
用した安全機能により、事故の未然防止を図る。 

・安全管理者等がほ場に出向くことなく、作業中の乗
用農機の所在をリアルタイムに地図表示上で確認す
ることができ、万一の事故発生時には、安全管理者
等に通報し、迅速な救急行動をとることができる。 
（開発期間：平成27年以降３カ年、開発費：７千万円） 
 

（３） 農作業の安全性向上に資する機械 

12 



③ 

② 

① 

野菜用の高速局所施肥機 

【慣行】 【新】 

畝成形器 中後期生育用施肥 

初期生育用施肥 

① 

② 
③ 

高精度車速
連動繰出し 

二段施肥 

作溝器 

後付け施肥機 

畝成形器 接地輪 

現地で普及する施肥機の構成要素と課題 開発する施肥機の構成要素と機能 

①作業機側で適切な手法により車速を取得し、高精度
に車速に連動した肥料の繰り出しを実現。 

②適切な位置に局所的な施肥を行うことで肥料利用効
率を高め、慣行比３割の施肥量削減を可能とする。 

③ロータリーを使用せず、簡易耕起により1.4m/sの高速
作業を可能とし現地農家の要望に対応。 

畝上部肥料 

畝下部肥料 

①うねりのあるほ場では、接地輪に滑りが生じ、車速連
動作業の正確性が低下し、施肥量にバラツキを生じ
る原因になる。 

②後付け施肥機の調整はトラクタを運転しながらの作
業であり、熟練を要すると共に危険を伴う。 

③畝上部施肥は土壌混和されないことから、近年多発
する局所的な豪雨により流亡するおそれ。 

肥料吐出口 

土地利用型作物 

（２） 消費者ニーズ等に則した安全で環境にやさしい農業の確立に資する機械 

■目標導入台数、面積（実用化当初５年間） 
  90台/450ha 
■価格帯 
  100-150万円 13 



ＩＴ乗用農機の事故未然防止装置 

【慣行】 【新】 

乗用農機のＩＴ化により、稼働状況の管理
や作業履歴による作業改善等を支援する
システムが普及しつつあるが、安全機能
は未開発。 

大規模法人経営やコントラクタにおける
未熟練オペレータの育成と安全確保が
困難。 

•熟練者の不足により、安全教育や実地
指導が不十分 

•単独作業中の安否確認が困難 

ＩＴシステムを基盤とした安全機能で
事故を未然に防止。 

リアルタイムに安否確認、万一の事故
発生も基地ＰＣや端末等に瞬時に通報。 

警告！ 

Ａｌａｒ
ｍ！ 

５ｍほど先の左側に
段差があります。気
を付けてください！ 

（機能の一例） 

転倒事故発生
地点を通報 

現在の作業
位置を表示 

土地利用型作物 

（３） 農作業の安全向上に資する機械 

■目標導入台数、面積（実用化当初５年間） 
  100セット 
■価格帯 
  ５万円（安全機能も含めたすべての機能に対する年間サービス契約料として） 
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