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分野 機 種 名 

土地利用型
作物 

高精度直線作業アシスト装置 

中山間地用水田栽培管理ビークルと
その作業機 

園芸作物 いちごパック詰めロボット 

ラッカセイ収穫機 

地域作物 
チャの直掛け栽培用被覆資材の被覆・
除去装置 

 緊プロ事業の開発状況（１２機種） 

農作業の更なる省力化に資する機械 環境負荷の低減及び農業生産資材の効率利用に資する機械 

分野 機 種 名 

土地利用型
作物 

ブームスプレーヤのブーム振動制御
装置 

高能率水稲等種子消毒装置 

乗用管理機等に搭載する水田用除草
装置 

園芸作物 エアアシスト式静電防除機 

畜産 微生物環境制御型脱臭システム 

分野 機 種 名 

農作業安全 
乗用型トラクターの片ブレーキ防止装
置 

自脱コンバインの手こぎ部の緊急即時
停止装置 

農作業の安全に資する機械 
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 農作業の更なる省力化に
資する機械 
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National Agriculture and Food Research Organization 

農業・食品産業技術総合研究機構 

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です 

高精度直線作業アシスト装置 

   
研究期間： 2012～2014年度 

協力分担：三菱農機（株）、鹿児島農総セ 

担   当：農研機構・生研センタｰ・基礎技術研究部 

開発目標：トラクタによる作業において、ステアリングを自動制御 

        し、目標地点や前行程の作業跡などに対し、高精度に 

       直線的に走行する装置 
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開発機の概要（新旧比較） 

【慣行】 【新】 

① トラクタによる畝立てや播種など

の作業では、等間隔で直線的な
作業が重要であり、オペレｰタは
熟練者に限定。 

② 畝立てと同時に資材散布を行う

作業機が普及し、複数の作業機
の監視が必要となり、オペレｰタ
の負担は増加傾向。 

ニンジン播種 

（帯広） 

畝立てマルチ 

（鹿児島） 

未熟練なオペレｰタでも、真っ直ぐ  

     かつ 等間隔な作業が容易に可能。 

⇒ 以降の管理、収穫作業の効率化 

⇒ 大規模化での人員確保の容易化 

⇒ 新規就農者の参入促進 ・・・ などの効果 

画像装置 

操舵装置 

ステアリングを自動制御 

１行程目：直進アシスト ２行程目～追従アシスト 
ランプ 

マｰカ跡 

シンプルで安価
な機器構成 
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National Agriculture and Food Research Organization 

農業・食品産業技術総合研究機構 

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です 

• 研究期間：2012～2014年度 
• 参画企業：三菱農機(株)    
• 担 当  ：農研機構・生研センター・生産システム研究部 
• 開発目標：中山間地域における水稲作の乗用機械化一貫体系の確立を 
         目的とした、小型の乗用栽培管理作業車とその作業機 

中山間地用水田栽培管理ビークル 

と その作業機 
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【慣行】 【新】 

 開発の概要（新旧比較） 

①歩行型機械が中心の作業体系と 
  なっており、作業の数だけ機械が 
  必要。 

②小型の乗用機は車輪間隔が狭く、 
  重心が高いため、ほ場の出入りや 
  傾斜地走行時に危険が多い。 

①乗用型機械の作業体系とし、作業機 
  を着脱することで、１台で耕うんから 
  立毛中の栽培管理まで対応。 

②車輪昇降機構を有し、約30cmの段差 
  乗越えが可能。 また、路上走行時は 
  低重心とし、傾斜地での安定性向上。 

除草機など 

耕うん 
代かき 
田植機 など 

ビークル本体（走行部） 

目標価格帯 
120万円 （本機＋耕うん） ～ 
160万円 （本機＋耕うん＋田植え） 

･･･ 
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National Agriculture and Food Research Organization 

農業・食品産業技術総合研究機構 

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です 

いちごパック詰めロボット 

研究期間：完2011～2013年度 
参画企業：ヤンマーグリーンシステム㈱ ・協力機関：ＪＡさが 
担   当：農研機構・生研センター・特別研究チーム（ロボット） 
開発目標：ロボット技術によるいちごの自動パック詰め 
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• パッケージセンターに適用する 

• 平詰めソフトパックを対象とする 

• 慣行の2倍程度（40パック/h）の能率
を目指す 

• 果実を損傷なくパック詰めする 

• 果実姿勢の手直しは1割未満とする 

 

【慣行】 【新】 

 開発の概要（新旧比較） 

• イチゴ生産に必要な年間労働時間は
約2000時間/10aと非常に長く、選別
出荷作業が3割を占める 

• 選別出荷作業の分業化が進み、農
協が請け負うパッケージセンターが
増加傾向 

• 12月から６月頃までの期間雇用で、
熟練者を確保することが困難 

高能率で
各種平詰
めソフト
パックに
適用可能
なパック詰
めロボット 

ロ
ボ
ッ
ト
外
観 

ソ
フ
ト 

パ
ッ
ク 
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National Agriculture and Food Research Organization 

農業・食品産業技術総合研究機構 

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です 

ラッカセイ収穫機の開発 

研究期間： 完2011～2013年度 

参画企業： 松山株式会社 

協力分担： 千葉農総セ、茨城農総セ、鹿児島農総セ 

担当部署： 農研機構・生研センター・園芸工学研究部 

開発目標： ラッカセイ収穫作業の機械化による効率的な 掘取・反転 
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開発機の概要（新旧比較） 

根切りは機械 

掘取・反転 

掘取り・反転作業は手作業 

中腰の重労働 

掘取り・反転収穫6〜12h/10a 

 （全作業時間60h/10a） 

＜開発の要点＞ 

 低価格化（アタッチメント方式） 
 慣行作業への適応 

＜達成目標＞ 

中腰姿勢の辛い労働から解放 

収穫作業時間50%減 

26馬力以上のトラクタに適応 

ラッカセイ収穫機の開発 慣行の収穫作業 

 産地維持の取り組みに寄与 

 輪作作物として高収益野菜を支える 

反転は手作業 

地上部を上向きに反転整列 
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National Agriculture and Food Research Organization 

農業・食品産業技術総合研究機構 

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です 

チャの直掛け栽培用被覆資材の 
被覆・除去装置 

研究期間： 2012～2014年度 

参画企業： カワサキ機工株式会社 

協力分担： 奈良県、京都府、静岡県 

担当部署： 農研機構・生研センター・園芸工学研究部 

開発目標： チャの直掛け栽培における被覆、除去作業の機械化 
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開発機の概要（新旧比較） 

＜開発の要点＞ 

 乗用型摘採機のアタッチメント 

 被覆、除去作業の省力・軽作業化 

 資材固定の省力化 

被覆、除去、運搬機能 

ラッカセイ収穫機の開発 慣行の直掛け被覆 

作業はすべて手作業。 

除去作業は収穫直前に行うため、特
に多くの労力が必要。規模拡大できない。 

直掛け被覆栽培のメリット 

20～50%高単価。 

1500円/kg→2100円/kg（奈良H23

平均） 

すべて手作業で重労働、規模拡大でき
ない。 

導入効果 （モデル農家：経営規模2.5ha） 
 一番茶で1ha、二番茶で0.5haの被覆規模拡大すると、 

  1年あたり1番茶90万円、2番茶15万円の増益 

規模拡大と収益性向上の実現 

乗用型摘採機 アタッチメント 
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 環境負荷の低減及び農業
生産資材に資する機械 
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National Agriculture and Food Research Organization 

農業・食品産業技術総合研究機構 

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です 

ブームスプレーヤの 

ブーム振動制御装置 
 

研究期間：完2011～2013年度 

参画企業：㈱やまびこ、KYB㈱、KYBエンジニアリングアンドサービス㈱ 

担 当 ：農研機構・生研センター・生産システム研究部 

開発目標：ブームの上下・前後方向の振動抑制により農薬の高精度かつ 

     高能率な散布 
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開発機の概要（新旧比較） 

上下振動 

制御装置 

前後振動 

制御装置 

ブームスプレーヤ 

ブームの 

強度向上、軽量化 

【新】 【旧】 

作業方向 
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National Agriculture and Food Research Organization 

農業・食品産業技術総合研究機構 

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です 

高能率水稲等種子消毒装置 

研究期間：2011～2013 ～2014年度 
 

協力機関：(株) 山本製作所、大阪市立大学、東京農工大学、山形農総セ 
    埼玉農総研、石川農総セ、富山農総セ、島根農技セ、広島総研農技セ 
 

担  当：農研機構・生研センター・生産システム研究部 
 

開発目標：過熱水蒸気を利用した高能率な種子消毒装置 
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開発機の概要（新旧比較） 

問題点： 
■種子消毒作業の工程数多く、 
  特に能率面で乾燥がボトルネックに 
■人手作業、水使用量が多く、 
   コスト低減が困難 

蒸気を利用した高温短時間の種子消毒 
■種子がほとんど濡れないので、乾燥
が大幅に省力化可能。消毒から乾燥ま
で高能率化短時間処理 
■乾燥まで全自動、水使用量削減によ
る消毒コスト低減 
  

種子消毒 冷却 

脱水 乾燥 

10分 6分 

5分 数時間 

種子消毒 

冷却・乾燥 

蒸気が多量に
入った気体で
種子を高温・
短時間に加熱

殺菌 

空気搬送中に
種子を乾燥・
常温まで冷却 

数秒 

数秒 
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National Agriculture and Food Research Organization 

農業・食品産業技術総合研究機構 

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です 

乗用管理機等に搭載する 

水田用除草装置 

研究期間：2012～2014年度 

協力機関：みのる産業㈱，中央農研，滋賀農技センター，島根農技センター 

     神戸大 

担 当 ：農研機構・生研センター・生産システム研究部 

開発目標：比較的小規模から大規模農家までが導入可能で，既存のベース車      

          両等に装着して使用することが可能な水田用除草装置 
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開発機の概要（新旧比較） 

【新】 【旧】 

① 歩行型では除草効率・労 
   力が問題。 
  
 
 
② 既存の除草機では，株間 
   の除草効果が低い。 
 
 
 
③ 機械除草では欠株が多い。 
 
④ 大規模栽培の場合，１台 
   の除草機では除草作業が 
   間に合わない。 
 

① ベース車は，乗用で小型・軽量 

② 除草機装置のミッドマウント搭    

   載。確認しながら除草作業。   

③ 除草装置には本機PTOを利用しな  

   い。除草作業が，車速に影響を受 

   けない。 

④ 欠株減少，株間除草効果の向上。 

⑤ 安価で導入が容易。水稲有機栽培 

   規模拡大に寄与。 
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National Agriculture and Food Research Organization 

農業・食品産業技術総合研究機構 

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です 

エアアシスト式静電防除機 

研究期間：2012～2014年度 
協  力：みのる産業(株)、(株)やまびこ、静岡農技研、埼玉農

総セ、千葉県農総セ、宮崎大学 
担  当：農研機構・生研センター・特別研究チーム（安全） 
開発目標：従来の施設用無人防除機と同等の作業能率を維持し薬

液の付着を向上させる防除ロボットの開発 
      21 



１．現場の問題 

   大規模メロンハウスでは
、農薬散布時間が130時
間／10aで、それにかか
る費用が16.6万円／10a 

  労働負担、農薬費、農薬
被爆 

２．技術的問題 

 １）既存ハウス内防除機 

   ロボット防除機が普及し
ているが、散布精度の問
題 

 ２）既存静電散布防除機 

   人力防除機に静電ノズ
ルを利用する方法がある
が奥まで農薬が付着しな
い。散布ムラが生じる。    

【慣行】 【新】 

従来のハウス用無人防除
機と同等の作業能率を維持
＆薬液の付着が向上 

・静電散布の噴口後方から風を送る
（エアアシスト）ことにより、作物群落
の中まで農薬が付着→散布ムラの
解消 

 開発の概要（新旧比較） 
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National Agriculture and Food Research Organization 

農業・食品産業技術総合研究機構 

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です 

研究期間：2011～2013～2014年度 

共同研究：パナソニック環境エンジニアリング（株）、埼玉農総研セ 

協力企業：ニチアス（株）、三友機器（株） 

担    当：農研機構・生研センター・畜産工学研究部 
開発目標：低コスト化による戸別農家が導入可能な脱臭システム 

微生物環境制御型脱臭システム 
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微生物脱臭装置のユニット化 

小型ユニット化輸送し現場に設置 従来は現場で建造 

規模拡大時
にはユニット
を増設 

従来の設計基準でのＲＷ槽容量４０ｍ３ 試作装置のＲＷ槽容量 １１ｍ３ 

低コスト化 
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農作業の安全に資する機械 
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National Agriculture and Food Research Organization 

農業・食品産業技術総合研究機構 

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です 

研究期間：完 2011～2013年度 

参画企業：（株）ＩＨＩシバウラ、井関農機（株）、（株）クボタ、三菱農機
（株）、ヤンマー（株） 

担   当：農研機構・生研センター・特別研究チーム（安全） 

開発目標：片ブレーキの誤操作による危険を防止する装置の開発 

乗用型トラクターの 
片ブレーキ防止装置 
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開発機の概要（新旧比較） 
トラクタのブレーキ 

左右ブレーキは常時、連結状態 

とっさのブレーキ操作でも確実に制動 

運転者が意図したときだけ連結解除 

連結解除操作は容易かつ確実 

旧 新 

作業で使用時は
「連結解除」 

路上走行時は
「連結」 

面倒くさい、操作しにくい 

連結解除したまま走行中、 

うっかり片ブレーキを踏むと・・・ 

乗用トラクタの 
転落転倒事故は、
農機事故の約３割 

原因の一つが 
片ブレーキ誤操作 
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National Agriculture and Food Research Organization 

農業・食品産業技術総合研究機構 

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です 

研究期間：完 2011～2013年度 

参画企業：井関農機（株）、（株）クボタ、三菱農機（株）、ヤンマー（株） 

担   当：農研機構・生研センター・特別研究チーム（安全） 

開発目標：自脱コンバインのフィードチェーンを即座に停止する装置
の開発 

自脱コンバインの手こぎ部の 
緊急即時停止装置 

29 



開発機の概要（新旧比較） 

手こぎ時はフィードチェーンが低速に 

緊急停止ボタンを押したら、こぎ胴の 
手前でチェーンがストップ 

チェーン停止とともに、こぎ胴カバー 
あるいは挟やく桿が開放 

旧 新 

フィードチェーン
はすぐに止まら
ない 

手先がこぎ胴に
触れて重傷化 

こぎ胴 

ボタンを押した位置 

停止した位置 

緊急停止ボタン 

緊急停止 

ボタンを 

押す！ 

こぎ胴の位置 

ボタンを押した位置 

停止した位置 

手こぎ作業時の巻き込まれ 
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