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 １ 農業機械等緊急開発事業（緊プロ事業）について（P.１） 
 ２ 緊プロ事業課題の選定等のスケジュール（P.２） 
 ３ ニーズ調査及びシーズ調査結果の概要（P.３～５） 
 ４ 緊プロ事業におけるニーズ調査及びシーズ調査に対する考え方 
   （P.６～１１）  



① 必要性・緊急性 
  緊急に開発が必要であって、民間単独では開発が難しい以下のような農業機械 

 ・  土地利用型農業の規模拡大や省力化など緊急に開発が求められる農業機械 

 ・ 高齢化の進展等に伴い機械化が強く求められる園芸、畜産など、市場が小さく、開発リスクも高い分野の農業機械  

 ・ 環境保全や農作業安全など、経済性等ではなく、施策的な必要性から速やかな対応が求められている農業機械 

  

③ 実用性 

 ・ 技術的にシーズ研究成果があり、開発期間中に開発を終了することが可能である農業機械 

（２） 課題選定にあたっての選考基準（案） 

② 革新性 

 ・ 新たな農業生産体系を可能とするような革新性がある農業機械 

 ・ ロボット技術をはじめとした、農業機械分野でこれまで活用が遅れており、開発リスクが高い先進的な技術を活用 

  した農業機械 

④ 市場性・普及性 

 ・ 機能、目標価格等からみて農業現場での導入・普及が見込まれる農業機械 

１ 農業機械等緊急開発事業（緊プロ事業）について 

 

平成27年度の（独）農研機構生研センターの運営費交付金のうち約５億円を緊プロ事業の研究費に使用予定。 

 

（１） 平成27年度緊プロ事業関係予算（見込み） 

１ 



農業経営者、農業者団体、地方自治体等を対象とした機械
開発の要望調査を実施し、生産現場のニーズを把握 （農
林水産省） 

生産現場のニーズ、行政課題、開発の実現可能性等を踏
まえた開発課題・開発目標（案）の検討 （農林水産省関係
課、生研センター担当部） 

開発課題・開発目標（案）についての検討 

（農業資材審議会農業機械化分科会） 

審議会の意見等を踏まえた開発課題（案）について、農業経営者、農業者団体、地方自治体、農業機械メーカー等を対象としたアンケート調
査を実施し、その結果を課題選定に反映（農林水産省） 

「高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針の改正案」等の諮問・答申 

（農業資材審議会農業機械化分科会） 

パブリックコメント （農林水産省） 

基本方針の告示 （農林水産省） 課題の決定 

昨年度 今年度 

農業経営者、農業者団体、地方自治体等を対象とした機械
開発の要望調査をホームページ上で実施し、生産現場の
ニーズを把握 （農林水産省）  

ニーズ調査の結果等に対し、農業機械メーカー、研究機関、
大学、異分野の企業等を対象にシーズ調査をホームペー
ジ上で実施（農林水産省） 

生産現場のニーズ、シーズ調査、行政課題等を踏まえた開
発課題の整理 （農林水産省、生研センター担当部） 

開発課題についての検討 

（農業資材審議会農業機械化分科会） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【昨年度までの課題】  ①これまでも生産者に対してニーズ調査をしてきたが、充分拾い切れてなかった 

                ②農業機械のニーズ調査とシーズ調査をまとめて実施したため、ニーズに対するシーズを掴めなかった      

【昨年度からの主な変更点】 ①生産者のニーズを幅広く把握するため、新たにホームページ上で調査を実施 

                   ②①のニーズ調査結果に対するシーズ調査をホームページ上で実施 

総計６０８件 
（生産者４０３件、都道府県２０５件） 

総計１４１件 
（生産者２５件、都道府県１１６件） 

２ 緊プロ事業課題の選定等のスケジュール 

２ 

11月 

２～３
月 

総計２４件 
（研究独法９件、農機メーカー７件、 
大学６件、電機メーカー２社） 

今年 昨年 

開発課題に選定されなかっ
たものについては更なる
シーズ調査等により引き続
き検討 

審議会の意見等を踏まえ、必要に応じて更なるシーズ調査を実施 



（１） ニーズ調査概要 
   調査時期：平成２６年７月７日～７月２５日 
   調査対象：生産者（法人、農業団体を含む）、都道府県（普及組織、県農試など） 
（２） 調査結果概要 
   総計６０８件（生産者４０３件、都道府県２０５件） 

 ３ ニーズ調査及びシーズ調査結果の概要 

３ 
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（１） シーズ調査概要 
   調査時期：平成２６年９月１９日～１０月１７日 
   調査対象：研究機関、大学、メーカー（農業機械、産業機械、ＩＴ等）など 
（２） 調査結果概要 
   総計２４件 

５ 

２．シーズ調査 

作付別シーズ調査結果 

土地利用

型作物, 8 

園芸作物, 
8 

畜産, 1 

その他, 7 



分野 
機種
名 

ニーズ調査の概要 シーズ調査の概要 事務局のコメント 

土地利
用型作
物（米、
麦、大
豆等） 

コンバ
イン 
（２８件） 

・収穫時の稲の水分含有率が高くても、
脱穀時のロスが少ないもの 
・１日当たりの刈り取り面積が３～４ha
可能である高速なもの 

【高性能・高耐久コンバイン】 

・刈り取り部でのわら処理による詰まり防
止と脱穀所要動力低減、作業の安定化、
高速化が可能なコンバイン 
 

・平成26年度緊プロ「高性能・高耐久コン
バイン」において研究開発中 
 

草刈機 
（４０件） 

・畦畔を自動で草刈りできるロボット 

・畦の水張り側、天板、長い法面の除
草ができるもの 
・リモコン操作できるもの 
・株間を確実に除草できるもの 

【無人ロボット型水田除草機】 

・ホバークラフトで水田に浮遊させ、回転ブ
ラシで機体の操行と雑草の除草を行う無
人の除草ロボット 

・ＧＰＳにより取得した位置情報を基に、回
転ブラシの制御により、除草の軌跡制御
や自律走行が可能 
  
【中山間地用除草ロボット】 
・カメラ画像等を駆使した除草用のロボット 

・小型、軽量により軽トラックでの搬送が可
能 
 
【高性能除草機の株間ツース】 

・現行機の除草ツースを単純な形にして、
線径をやや太くすることで、稲株の転倒や
切断を防止 
  
【高機動畦畔草刈機】 

・畦畔や傾斜法面の除草に対応し、安定
走行が可能な走行装置を装備 

・委託プロジェクトや大学等において研究
開発中であり、緊プロ課題として実用化可
能なステージにあるか精査が必要ではな
いか 
 
 
 
 

・中山間地ではＧＰＳ信号が届きづらい状
況が想定されることから、まずはリモコン
操作等で安全に作業ができる除草機の開
発が必要ではないか 
 
 
・平成24年度より緊プロ事業で開発してい
た「ミッドマウント型水田用除草装置」が27
年度に実用化される予定 
 
 
・平成26年度緊プロ「高機動畦畔草刈機」
において研究開発中 
 

播種機 
（１７件） 

・移植と同等かそれ以上の収量が得
られる直播機 

・播種の精度を維持と作業速度向上
の両立   

【高速高精度汎用播種機】 

・稲、麦、大豆及びトウモロコシなどに適応
し、高速作業が可能な播種機 

・汎用性が高く高速に点播可能な播種機
は、担い手の経営規模の拡大や生産コス
トの低減の観点から緊急に開発する必要
があるのではないか 

４ 緊プロ事業におけるニーズ調査及びシーズ調査に対する考え方 

６ 



分野 
機種
名 

ニーズ調査の概要 シーズ調査の概要 事務局のコメント 

土地利
用型作
物（米、
麦、大
豆等） 

防除機 
（１７件） 

・背負動力散布機に比べて５倍程度
の作業能率 

・１ｈａ区画を１回の給油、薬剤等の散
布で作業可能な小型無人ヘリ 

【スポット散布式防除機】 

・ノズルを通常の中空円錐型から、フラッ
ト・コーン型に転換し、散布圧力、散布流
量を低減 

・超音波距離センサー及び反射型光セン
サーにより作物の位置を検出し、作物の
みに散布することが可能 

・限られたスポットへ高濃度少量散布が可
能な防除機は、担い手の経営規模の拡大
や生産コストの低減の観点から緊急に開
発する必要があるのではないか 

乾燥機 
（５件） 
 

・舞い上がる籾殻の発生が少ないも
の 

・籾殻や薪を燃料にした化石燃料に
頼らないもの 

【籾殻燃焼バーナー】 

・籾殻の燃焼熱をライスセンターの穀物乾
燥に利用できるバーナー 

・ライスセンター規模で利用可能な小型
バーナーの需要は高く、また、環境保全に
貢献する観点から、緊急に開発する必要
があるのではないか 

レベ
ラー 
（５件） 

・代かきハロー等にレーザー装置を装
着して簡単に均平できるもの 

・ＧＰＳの活用による均平度の高い小
型のもの 

【高精度代かき均平機】 

・レーザーコントロール装置等を用いた高
精度な作業機高低制御が可能な均平機 

・レーザーコントロール装置の低価格化や
春作業におけるレーザーの干渉を回避す
る機能など、実用化に向けて技術的に解
決すべき課題があるのではないか 

園芸作
物 

草刈機 
（１３件） 

・急斜面にも対応した自動・自動走行
によるロボット型のもの 

・センサーにより樹木などを回避、樹
やほ場際のネットなどを傷つけないも
の 

【樹園地用小型幹周草刈機】 

・作業者が楽な姿勢で刈払機より高能率
に果樹園の樹冠下の雑草を草刈りするこ
とが可能な歩行型草刈機 

・平成26年度緊プロ「樹園地用小型幹周草
刈機」において研究開発中 
 

防除機
（スピー
ドスプレ
ヤー）
（７件） 

・乗用型かリモコン操作ができる自動
式のもの 

・ドリフトを低減して農薬のかけむらを
なくせるもの 
 

【電動スピードスプレヤー】 

・走行、薬液ポンプ駆動、送風ファン駆動
を電動モーターで行うことで騒音を抑制 
・満充電で連続２時間の走行が可能予定 
 

・一部農機メーカーで市販化の予定 
 

多目的
管理機 
（２件） 

・収穫者の自動追尾補助、ほ場内か
ら一定の集積所まで自動航行、防除・
施肥の多機能、傾斜地での安全走行
支援の機能を有したもの 

・重量物の運搬の効率化や傾斜地での安
全な作業など、園芸分野でのニーズは大
きいものの、シーズ調査ではそれを実現す
るシーズが提供されなかったため、更なる
調査が必要 ７ 



分野 
機種 
名 

ニーズ調査の概要 シーズ調査の概要 事務局のコメント 

園芸作
物 

施肥機 
（８件） 

・傾斜地でも均一で施肥できるもの 
・ハウス内でも使用できる小型のもの 

【高速局所施肥機】 

・高精度に車速に連動するほか、生育初
期の畝内上部と生育中後期の畝下部の２
段施肥が可能な施肥機 
 
【スマホ対応施肥機】 

・施肥機ごとに開発してきたコントローラー
をスマートフォンに転換することで施肥量
などをタッチパネルで入力可能 

・ＧＰＳ信号を衛星から受信し、肥料を均一
に散布できる車速となるよう肥料の繰り出
しロール回転数を制御 

・傾斜地においても車速変動に対応した局所
施肥が可能な施肥機は、生産の安定を図る
上で重要であり、緊急に開発する必要がある
のではないか 
 

・まずは上記施肥機の技術を確立した上で、
インターフェースの機能向上を図る観点から
取り組むべきではないか 

調製機
（下葉
処理な
ど） 
（４件） 

・人の手作業と同等の仕上がり 

・調製から袋詰めまで一貫でできるも
の 

【軟弱野菜高能率調製機】 

・ホウレンソウ等の軟弱野菜の根切りと下
葉取りを高能率に行う調製機 
 
【軟弱野菜調量結束装置】 

・調製後の軟弱野菜を置くだけで調量・結
束することができる簡易な調量装置 

・汎用性が高い軟弱野菜用の調製装置は、
労働力不足や生産性向上の観点から、緊急
に開発する必要があるのではないか 
 

・自動で調量・結束できる装置は、調製作業
にかかる労働時間を大幅に削減できる可能
性があることから、上記調製装置の開発と連
動して進めることが適当ではないか 

非破壊
検査機 
（５件） 

・ほ場で収穫しなくても糖度が測定でき
るもの 

・選果機に組み込むことができる硬度
測定機 

・ほ場や選果場で活用できる非破壊検査機
については現場のニーズは高く、一部実用化 

・なお、選果機に組み込むことができる硬度
測定機については、シーズ調査ではそれを実
現するシーズが提供されなかったため、更な
る調査が必要 

石礫破
砕機 
（３件） 
 

・メンテナンスがあまり必要のないもの 
・大型トラクターでも対応できるもの 
 

【小型石礫除去機】 

・作土層の５センチ程度以上の石礫を高
能率に掘り取り、除去する機械 
 

・北海道などの大規模ほ場で利用されている
石礫除去機を内地向けに小型化するニーズ
はあると思われるものの、緊急に開発すべき
課題とすべきかニーズの精査が必要 
 ８ 



分野 
機 種 
名 

ニーズ調査の概要 シーズ調査の概要 事務局のコメント 

園芸作
物 

施設園
芸用作
業ロ
ボット 
（１件） 

・ロボットが先行するレールや台車等
の基本的なインフラを共有し、生育ス
テージごとの栽培管理、防除、着果、
生育診断、収穫・調製等を行うロボッ
ト。 

【施設園芸用自動走行車両】 

・植物工場等の施設内を自動走行し、収穫
物、資材、残さ等を決められた地点間で運
搬できる磁気テープ誘導式運搬車 

・芽掻き、誘引等の管理作業や防除作業
等に利用可能 

・施設園芸内の作業を自動的に行うロボッ
トの研究開発が様々な機関において進め
られていることから、実用化に当たっては、
まずはどのような作業を機械化・自動化す
べきかといった観点での業務分析や、作
業環境の標準化等を行うべきではないか 

地域作
物 

イグサ
収穫機 
（５件） 

・軟弱土壌でも走行できるもの 

・刈り取り能力の向上、収穫物積載の
自動化、裁断機構の改良を具えたも
の 

・生産地域でのニーズは高いものの、現行
収穫機の技術的な開発課題を特定すると
ともに、更なるシーズ調査が必要 

薬用作
物収穫
機 
（２件） 

・複数の薬用作物に対応できる汎用
型のもの 

・有効成分を損なわない乾燥システム
が搭載されたもの 

・生産地域でのニーズは高いものの、作物
の特性を踏まえどのように汎用化が図れ
るのかといった技術的な開発課題を特定
するとともに、更なるシーズ調査が必要 

サトウ
キビ収
穫機 
（２件） 

・倒伏したサトウキビを起こしながら刈
り取れるもの 
・個人で所有できる安価なもの 

・生産地域でのニーズは高いものの、現行
作業機の技術的な開発課題を特定すると
ともに、更なるシーズ調査が必要 

 畜産 汎用型
飼料収
穫機 
（７件） 

・ＷＣＳ（ホールクロップサイレージ）や
デントコーン等を収穫し、ロールできる
機能を有したもの 

・折りたためて運搬しやすいアタッチメ
ント 

・緊プロ機「汎用型飼料収穫機」が市販さ
れているが、同収穫機の機能を強化すべ
き点等など、今後更なるニーズ・シーズ調
査を実施 
 

畜舎自
動洗浄
ロボット 
（３件） 

・構造等が異なる畜舎でも対応できる
もの 

・畜舎や汚水処理施設の臭気対策に
も応用できるもの 

・家畜排泄物の自動洗浄については、畜
産の省力化等現場のニーズは非常に高い
ものがあるものの、シーズ調査ではそれを
実現するシーズが提供されなかったため、
更なる調査が必要 
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分野 
機 種 
名 

ニーズ調査の概要 シーズ調査の概要 事務局のコメント 

 畜産 飼料用
トウモロ
コシ播
種機 
（１件） 

・狭い農地でも利用可能な高い旋回
機能を具えたもの 

【高速高精度汎用播種機（再掲）】 

・稲、麦、大豆及びトウモロコシなどに適応
し、高速作業が可能な播種機 

・汎用性が高く高速に点播可能な播種機
は、担い手の経営規模の拡大や生産コス
トの低減の観点から緊急に開発する必要
があるのではないか 

搾乳ロ
ボット 
（２件） 

・１００～１２０頭規模に対応したもの 
・既存牛舎で導入可能な簡易なもの 
 

・海外メーカが大幅に先行している中で日
本に適応したロボットについてのニーズは
高いものの、シーズ調査ではそれを実現
するシーズが提供されなかったため、更な
る調査が必要 

ＳＧＳ製
造機 
（１件） 

・ＳＧＳ【ソフト・グレイン・サイレージ】
（収穫した飼料用米を乾燥されること
なく、粉砕・加水・密封してサイレージ
発酵させて飼料）の製造を一台ででき
るもの 

・飼料用米の効率的なSGS化については

ニーズが高いものの、シーズ調査ではそ
れを実現するシーズが提供されなかった
ため、更なる調査が必要 

その他 鳥獣害
対策装
置 
（２件） 

・夜間に自走できるもの 

・蓄電池利用により無電源地域でも利
用可能なもの 
・追い払い用の無人ヘリ  

【顔による性別・年齢自動推定システム】 

・マルチコプターに人物の画像技術を導入
し、昼夜を問わず自動的に監視するととも
に、鳥獣を追い出す機能も追加する。 
【鳥獣被害対策ロボット】 

・既存の飛行機の左右に軽量で円形の保
護フレームを付けることで地上、水上にも
走行可能な２輪型飛行ロボット。 

・地上での回転による充電できる装置を搭
載し、長時間の観測・監視が可能。 

・鳥獣害対策については様々な地域で非
常に大きなニーズがあるものの、今回提供
されたシーズが緊プロ課題として実用化可
能なステージにあるか精査が必要ではな
いか 

燃料電
池トラク
ター 
（１件） 

・現行トラクターの機能は維持したま
ま燃料電池で駆動するもの 

【電動トラクター】 

・トラクターのエンジン部にバッテリー、
モーターを搭載。 

・現行機と比較して、燃料費が約１／２、Ｃ
Ｏ２排出量が約１／３、排気ガスは出ない。 

・農機の電動化による環境保全への貢献
等についてニーズはあるものの、まずは農
機の高性能化による生産性向上に緊急に
取り組むべきではないか 
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分野 
機 種 
名 

ニーズ調査の概要 シーズ調査の概要 事務局のコメント 

その他 アシスト
スーツ 
（５件） 

・首、肩への負担を軽減した軽量なも
の 

・身体に装着する等で作業がしやすい
もの 

【農業用アシストスーツ】 
・長時間腕を上げての作業を軽労化 

・民間企業や大学等で研究開発中であり、
間もなく市販化される予定 
 

生体情
報モニ
タリング
システ
ム 
 
 

【生体情報モニタリングシステム】 

・可搬型の分光学的手法（紫外線、可視光
線、赤外線、核磁気共鳴など）を用い、作
物の生育状況に応じて栽培環境（施肥、水
分、温度など）を制御し、収穫物を最適化 

・作物の必要な時に必要な量の資材を提
供するため、作業能率向上や生産コスト低
減に貢献 

・当該システムが現場の課題解決にどの
ように貢献するのか、ニーズを特定した上
で検討する必要 
 

農作業
安全シ
ステム 

【ＩＴ乗用農機の安全支援機能】 

・農業機械に搭載する作業・営農支援シス
テムに、危険箇所接近をオペレーターに警
告する等の機能・装置 

・管理者は基地端末で農業機械の位置情
報を把握でき、事故発生時には機械側か
ら管理者に通報する機能 

・農作業安全の確保については重要な課
題であり、農業機械による通報機能など一
部の機能・装置については既に市販化さ
れているが、緊プロ課題として実用化を図
る上では、民間単独では開発が難しい機
能を特定する必要 

ＩＴ相互
利用ソ
フト 
（１件） 

・農機メーカー等が開発した各種ソフト
情報を相互交換利用できるもの 

【作物・作業情報の蓄積・分析できるシステ
ム】 

・収穫と同時に「収量」、食味に影響を及ぼ
す「タンパク含有率」と「水分率」を測定でき
る食味収量センサー搭載のコンバインと連
動して収穫情報を記録するシステム 

・内閣官房IT戦略室を中心に、農業データ

の相互利用に向けたデータ項目の標準化
等の議論が行われているところ 
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