
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 
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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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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 
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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 

31 



近年開発した機械 
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機種名 開発機の概要 開発企業 

汎用型飼料収穫機 

(H20年実用化） 
 

青刈トウモロコシ、飼料稲、予乾牧草等の飼料作物をア
タッチメント交換することにより１台で収穫・細断・ロール
成形することができる飼料収穫機。 
 

(株)タカキタ、 
ヤンマー(株) 

野菜接ぎ木ロボット用 
自動給苗装置 

(H21年実用化） 
 

従来の接ぎ木ロボット体系では人手に頼っていた穂木と
台木の供給を自動で行うことにより、労働力を４名から２
名に半減。全て人手で接ぎ木する体系と比べれば、１名
当たりの作業能率は3.4倍。 

井関農機(株) 

高精度畑用中耕除草機 

（トラクター用： 
H20年実用化、 
乗用管理機用： 
H21年実用化） 

従来式（ロータリ式）に比べて約２倍の高速作業が可能
で、湿潤な土壌条件でも作業ができるディスク式の中耕
除草機。燃料消費も半減可能。 

＜トラクター用＞ 

小橋工業(株) 
 
＜乗用管理機用＞ 

井関農機(株)、 
鋤柄農機(株) 

高精度高速施肥機 
(H22年実用化） 
 

作業速度及び肥料の物性に応じた散布量の適正制御
による高精度かつ高能率な施肥を実現。 

（株）IHIスター、 
（株）ササキコーポ
レーション 

高機動型果樹用高所作業台車 
(H23年実用化） 

脚立の昇降・移動による負担を抑え、機動性の優れた
操舵機構や高所でも安全に作業ができる水平制御式機
構を備えた作業台車。 

（株）サンワ、 
（株）丸山製作所 
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  ○ 近年開発した主な緊プロ機の事例 



機種名 開発機の概要 開発企業 

小型汎用コンバイン 
(H24年実用化） 

稲、麦、大豆、ナタネ、その他の雑穀に１台で対応可能
で、全長は４条刈自脱コンバイン並みの4.8m、刈幅（刃
幅）は５条刈自脱型コンバイン並みの1.7m。重量は４ｔト
ラックに積載できる3.5t。 

三菱農機(株) 

果樹用農薬飛散制御型防除機 
(H24年実用化） 

散布方向・散布量制御機構やドリフト（農薬の漂流飛
散）の低減を図る低減ノズルを装備したスピードスプレ
ヤー。 

ヤマホ工業(株)、
(株)丸山製作所 

たまねぎ調製装置 

(H25年実用化） 
たまねぎの球以外の部分の自動調製装置。コンテナ単
位で投入されたたまねぎを1玉ずつ分離し、向きを一定
に揃え、根の切除と葉を2cm程度の長さに切り揃えるこ
とが可能。2名1組で作業を行い、1秒に1個程度の速度
でたまねぎを調製可能。 

(株)クボタ、 
松山（株） 

可変径式TMR成形密封装置 

(H25年実用化） 
微細な材料を含むTMRを、質量約300～500kgの投入量
に応じた直径（約0.8～1.0m）にロールベール成形できる
機構。ロールベールの乾物密度は300kg/m3以上で、所
要動力は最大でも11kW程度であり、成形から密封まで
のこぼれによる損失は１％程度。 

（株）ＩＨＩスター 

イチゴ収穫ロボット 
（H26年実用化予定） 

画像処理で収穫適期の果実のみを摘み取るロボット。
果実周辺の遮光により昼間の収穫が可能。循環式移動
栽培装置との組み合わせにより、定植から栽培管理、
防除、収穫作業がシステム化。 

 

シブヤ精機（株） 
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製造、普及 研究開発の実施 

設備投資リスクの軽減等による実用化促進に向
けた 
 ① 基盤部品のメーカー間の共通化 
 ② 基盤部品の製造設備等の共通化 

交付・出資 

出資 

出資 

実用化支援 

「基本方針」において、施策上、開発が急務とし
て具体的に位置づけられた農業機械の開発 

（例）ねぎ収穫機、小型汎用コンバイン 等 

「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」の策定・告示 

農林水産大臣 

生研センター 

新農業機械実用化促進株式会社 

農機メーカー 
地方自治体 等 

共同開発 

製造設備の貸与 

  農業機械等緊急開発事業（緊プロ事業）の概要 

○ 基本方針に基づき実施される高性能農業機械の開発・実用化は、（独）農研機構生研センター及び
民間企業との共同研究並びに新農業機械実用化促進（株）による体制により促進。 

（参考） 
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