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（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 

 新たな開発機種（案）の概要 

分野 機 種 名 開発機の概要 目標 

土地利用
型作物 

高機動畦畔草刈機 畦畔および傾斜40度程度までの整備法面を

安定走行できる走行部を有し、遠隔操作（速
度制御、旋回、刈高さ制御、遠隔機動および
緊急停止）が可能な除草機。 

原動機の低出力化を図りつつ、遠隔操作機能によって
農業場面での草刈作業による農作業事故を３割程度
減少。 
（開発期間：平成26年～28年、開発費：７千万円） 
 

（３） 農作業の安全性向上に資する機械 
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分野 機 種 名 開発機の概要 目標 

土地利用型
作物 

大豆用高速畝立
て播種機 

湿潤土壌への適応性が高く、畝立て作業と
大豆の播種作業を同時に高速で行うことがで
きる作業機。 

大豆生産コストの5％の低減と大豆反収の10％以上の
向上。 
（開発期間：平成26年～28年、開発費：４千万円） 

高性能・高耐久
コンバイン 

刈取り部、脱穀部、選別部等の機構を一新し
て水稲収穫性能を向上した、高性能で高耐
久性を有する汎用コンバイン。 

１台で水稲を含む多作物を収穫することで、収穫作業
に要するコストを２～３割程度削減するとともに、収穫
作業中の故障の低減、作業能率の向上を図る。 
（開発期間：平成26年～28年、開発費：１５千万円） 
 

園芸作物 
 

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
できる歩行型草刈機。 

心拍数増加率50％以下の軽作業で、快適な作業を実
現するとともに、刈払機より草刈り作業時間を30％削
減。 
 
（開発期間：平成26年～28年、開発費：５千万円） 



大豆用高速畝立て播種機 

【慣行】 
【新】 

耕うん同時畝立て播種機 

畝立て方式 

作業速度（m/s） 

砕土率（％） 

アップカットロータリ 

耕うん同時畝立播種機 開発予定技術 

ディスク牽引式畝立て機構 

◎ 70以上 

△ 0.6（湿潤条件0.2～0.3） 

△〜◯ 低下する場合あり 

◎ 1.2以上 

高精度畑用中耕除草機 

（畝立て部を利用で高速作業） 

高速汎用播種機 

（高速・高精度な播種） 

・湿潤土壌への適応性拡大（牽引式の畝立て） 

・砕土率低下への対応（土中空隙を減らす作用部の追加） 

・機械の汎用化（中耕除草機に後付け可能な構造） 

・多条化（４条播種機）、汎用化（小豆、トウモロコシ等）も検討 

 

畝立て作業の高速化 高速・高精度の播種 

【開発例】 
生研センターの 
要素技術の融合 

 開発機種（案）のイメージ 

土地利用型作物 

（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 

■目標導入台数、面積（実用化
当初５年間） 
   150台、3,000ha 
■価格帯 
  150万円以下（2条播種機） 
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・作業の高速化が困難 

・湿潤土壌での作業に難 

（土の練り込み、詰まり等） 



課題名：高性能・高耐久コンバイン 
【慣行】 【新】 

 稲、麦で高性能 

 刈取り部、脱穀選別部の構造が複雑 

 収穫作業中につまると、長時間作業を停止 

 交換部品が多く、メンテナンスに費用大 

汎用コンバインによる水稲収穫面積拡
大による収穫コストの削減 

土地利用型作物 

■ 目標導入台数、面積（実用化当初５年間） 
  250 台 
■価格帯 
  従来の汎用コンバインと同等 

（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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 自脱コンバインと比較して構造が簡素で高耐久 

 稲、麦、大豆等多作物の収穫で利用可能 

 水稲収穫時の作業速度が低い 

自脱コンバイン 

汎用コンバイン 

水稲収穫性能の向上 

 自脱コンバインより構造が簡素で、汎用コンバイン
をベースに開発 

 刈取り部でのワラ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、高速化による作業能率の向上 



樹園地用小型幹周草刈機 
【慣行】 【新】 

①慣行ではリンゴ・モモなどの果樹の樹冠下の幹周部分雑草は刈
払機による草刈り、または、防除機による除草剤散布が行われて
いる。 

②刈払機による草刈り作業は労働負担も大きく、事故の危険性が
伴う重労働である。 

③除草剤散布は農薬被曝の問題も生じる。 

④乗用型草刈機で枝や幹に近づいて走行しながらの草刈り作業
は、運転者が枝に接触し、負傷する危険性がある。 

①心拍数増加率が５０％以下の軽作業となり、快適な作
業を実現。 

②刈払機のときより草刈り作業時間を３０％削減。 

③減農薬栽培が実現し、安全で事故の少ない草生管理が
可能となる。 

幹から離れて無理のない楽な作業姿勢で、高能
率な幹周草刈作業 

①運転者が無理なく容易に操作できる走行・操舵
機構 

②高能率に、樹を傷めず、刈払機よりきれいに刈
ることができる幹周草刈機構 

③樹園地だけでなく、水田周りの法面や畦畔でな
ど汎用利用も可能 

樹冠下の除草作業 

 刈払機、除草剤散布：機械・ノズルを持ちながら枝
の下で長時間、かがんだ姿勢が続く、きつい作業 

園芸作物 

■目標導入台数、面積（実用化当初５年間） 
      1000台/約1000ha 
■価格帯 
      20～40万円 

（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 

5 



高機動畦畔草刈機 
【慣行】 【新】 

 足場の悪い急傾斜法面作業は危険 

 高機能機は機体質量が大きく、女性や高齢者にと
っては取り回しが困難で、労働負担が大きい。 

 長時間の作業であること、比較的大型のエンジン
が作業者の間近に位置することから、振動、騒音
、埃等に曝され疲労が蓄積する。 

 高速回転する刈刃が使われているため、飛び石、
作業機の反発の危険が伴い、土埃も発生する。 

効率的で所用動力の小さい刈取部、安定走行が可
能な走行装置で急傾斜地にも対応。 

畦畔では、天場＋法面刈に対応し、条件が整った畦
畔では、畦畔に沿って自動走行する‘倣い走行’で
手放し運転を実現。 

作業能率は現行の畦畔草刈機程度。倣い走行、軽
量化により軽労化を図る。 

リモコン操作、過度な傾斜時の警報等により安全性
を確保する。 

土地利用型作物 

■目標導入台数、面積（実用化当初５年間）：1,000 台 
■価格帯：50～100万円程度（装備による） 

（３） 農作業の安全向上に資する機械 
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乗用草刈機は傾斜20度ま
で 

急傾斜への対応は中～大型機 

振動,騒音,排ガス,埃 

７馬力、80kg、全長：1.8m 

走破性、制御性の高い走行
部（電動、負荷ピーク抑制） 

所用動力を低減した刈
取部（エンジン駆動） 

発電部 

アタッチメント式 

低馬力、低騒音 
エンジン 

低重心 

リモコン 



現在開発中または 

開発完了した機械 
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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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