
【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（乗用管理機、乗用田植機走行部 
等）に装着して使用することが可能な水田用除草装 
置 

○ （国研）農研機構生研センターを中心に、民間企業、都道府県、大学等が結集し、生産現場との密接な連携の下、
マーケットが小さくリスクの大きい課題や安全性の向上、環境負荷の低減等の政策的な課題等に対応した農業機械
の研究開発を実施。 

○ 基本方針で定められた３つの高性能農業機械の開発方針に基づき、官民が共同開発。 

（２） 農業機械等緊急開発事業（緊プロ事業） 
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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 

【目標】 
ほ場でのトラクタ作業において、トラクタに後付け 
装着が可能で、ステアリングを自動制御し、目標地点 
や前行程のマーカ跡、作業跡に対し、高精度に直線的 
に走行する装置を開発 

 高精度直線作業アシスト装置 

【目標】 
茶園用乗用型機械に装着でき、遮光資材の被覆・除 
去作業、資材運搬の各機能を有する被覆作業用ア 
タッチメントの開発、および傾斜地茶園への適用性 
の検証 

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 

チャの直掛け栽培用被覆資材の被覆・除去装置 

高能率水田用除草装置 

開発方針 対象高性能農業機械（平成26年度に開発完了したもの） 

農作業の安全性向上に資する
機械 



  ○ 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、68機種が実用化。 

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 
17  長ねぎ調製装置 
 
 
 

水田用機械 野菜・果樹用機械 

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 
29 果樹用農薬飛散制御型 
    防除機 
30 たまねぎ調製装置 
31 イチゴ収穫ﾛﾎﾞｯﾄ 
32 イチゴﾊﾟｯｸ詰めﾛﾎﾞｯﾄ 
33 ﾁｬ栽培用資材被覆・ 
   除去装置 
 
 
 
 

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 
13 可変径式TMR成形密封装置 

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 
19 小型汎用コンバイン 
20 乗用型ﾄﾗｸﾀｰの片ﾌﾞﾚｰｷ防止
装置 

21 自脱ｺﾝﾊﾞｲﾝの手こぎ部の緊急
即時停止装置 

22 水田用除草装置 
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（参考） これまでの開発機種 



注：普及台数には、接ぎ木ｸﾘｯﾌﾟ、ｾﾙ苗育苗ﾄﾚｲ、ﾊﾟﾙﾌﾟﾓｰﾙﾄﾞｾﾙﾎﾟｯﾄ、 

  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） 

（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 

（年度） 

  穀物遠赤外線乾燥機    144,518 
  高速代かき機     126,058 
  畦畔草刈機      40,613 
  高精度水稲湛水直播機         2,007 
  中山間地域対応自脱型ｺﾝﾊﾞｲﾝ         1,980     
  ねぎ収穫機      1,741 
  高精度畑用中耕除草機      1,535 
  高精度高速施肥機          1,214 
  細断型ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗ   981 
  野菜栽培管理ﾋﾞｰｸﾙ  974  
   
   
       
 
 

○ 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33万台（平成27年３月末現在）に達し、農作業の効率化、労働負担の軽減などに貢献。 
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[参考：過去の緊プロ機の目標設定の考え方の事例] 

 

 
機種名 

目標導入
台数 

普及台数 
目標導入台数の設定

の考え方 

目標導入台数と 
普及台数が 

乖離している理由 

汎用型飼料収穫機 １００台 ９９台 

府県コントラクターの
約６割にあたる６０団
体と酪農家の共同購
入を想定して設定 

  

高機動型果樹用高所
作業台車 

２５０台 ５台 

開発機1台当たりの平
均負担面積1haとし、
比較的平坦なりんご
栽培果樹園の栽培面
積の約1％と想定して
設定 

当初予定していた価格
設定より数十万上昇し、
性能や安全面の優位
性が相対的に小さく
なったため、普及が伸
び悩んでいる。 
 

（３） 緊プロ機の普及状況 



汎用利用化 野菜の収穫作業の効率化 

例：小型汎用コンバイン 
（Ｈ24年度市販化） 

例：ねぎ収穫機 
（Ｈ10年度市販化） 

稲、麦、大豆、そば、ナタネ等雑穀に
１台で対応可能。 

４ｔトラックに積載可能であり、広域的
な利用が可能。 

〔導入効果〕 
 

ねぎ栽培の慣行作業体系（２人組収穫手作

業）に比べ、「収穫」に要する労働時間を          
約１/５に低減 

収穫から搬出までを１名の軽作業で
実現。 

畝を低速で自動走行することが可
能で、収穫作業中の操舵が不要。 

〔導入効果〕 
 

 稲・麦用の自脱型コンバインと大豆コンバイ

ンの組合せに比べ、収穫機械の償却費を        
約３割低減 （40時間/10a→8.3時間/10a） 

除草作業の効率化 

例：高精度畑用中耕除草機 
（Ｈ21年度市販化） 

２対のディスクにより中耕除草と培
土を行うことで高速な作業が可能。 

土壌の反転作用が強く雑草防除
性能が高い。 

〔導入効果〕 
 

 従来機（ロータリ式中耕除草機）に比べ、 

 作業能率は     約２倍 

○ これまでに開発してきた農業機械により、手作業による慣行作業体系と比べて作業時間が短縮した、複数
台の機械で行っていた作業を一台で対応が可能など、機械導入により省力化、低コスト化の効果が出てい
る。 

（3km/時間→6km/時間） 

（参考） 開発した農業機械の導入効果について 
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