
次世代農業機械等緊急開発事業開発機種の進め方

野菜接ぎ木ロボット用自動給苗装置

試験研究の目標 育苗トレイから接ぎ木ロボットへの野菜苗の自動供給

導入対象 ウリ科野菜の接ぎ木苗生産

新技術要素・部位 ・苗の個別分離機構

・子葉展開方向揃え機構

・切断高さ位置決め機構

目標能力 ・処理能力600～800本／時

（接ぎ木ロボット本体の能力約700本／時に対応した能力）

・成功率95％以上

導入効果 ・３人で行っていた作業が１人に削減可能

・労働費削減により、苗生産コストを10％削減

（接ぎ木作業の労働費に限れば約１／３に削減）

目標価格 約300万円（穂木用、台木用合わせた１セットでの価格）

参

考 目標導入面積 ・約5,000ha（キュウリ、スイカ栽培面積の約20％）

及び台数 ・100セット（200台）

(市販化後５年間)

野菜用接ぎ木

自動給苗装置 ロボット 自動給苗装置（台木用）

（穂木用）

これまで２人必要だった接ぎ木ロボットへの給苗作業を

機械化することにより苗補給者１人で作業可能に



追従型野菜運搬車

試験研究の目標 野菜の収穫機に自動追従する運搬車による収穫物の運搬

導入対象 露地野菜

新技術要素・部位 ・収穫機の走行速度に対応した追従機構

・収穫機との進行方向のずれを修正する操舵制御機構

目標能力 ・野菜用の収穫機に自動追従

・0.4m/sまでの追従速度に対応可能

導入効果 ・運搬車の専属オペレータが不要になることによる省人化

・収穫機の単体利用と比較し、積載量が増加することによる、作業効率の向上

目標価格 運搬車価格＋５～15万円

参

考 目標導入面積 ・約2,000ha（ダイコン、ネギ、キャベツ合計101,300haのうち約２％）

及び台数 ・150台

(市販化後５年間)

運搬車が収穫機に自動追従することにより、

運搬車のオペレータが不要



汎用型飼料収穫機

試験研究の目標 自走式の収穫機による青刈りとうもろこし、牧草、飼料用稲等の多様な飼料作物

の収穫、細断及びロールベール状の成形

導入対象 青刈りトウモロコシ、牧草、飼料イネ等

新技術要素・部位 ・各種飼料作物に対応でき、容易に着脱可能な収穫部アタッチメント

目標能力 ・軟弱圃場（田）での作業が可能（平均接地圧50kPa以下）

・４ｔトラックへの積載可能

導入効果 ・機械装備費の２０％削減

・５～６人で行っていた作業が２～３人に削減可能

・飼料の品質向上

目標価格 約1,000万円

参 （作業機と基本アタッチメント（トウモロコシ用 。全てのアタッチメントを付け）

考 ると1,200～1,500万円）

目標導入面積 ・約13,500ha

及び台数 ・100台（府県のコントラクターの約60%（約60団体）と酪農家の共同購入）

(市販化後５年間)

青刈りトウモロコシ用

ロークロップアタッチメント

予乾牧草用

ピックアップアタッチメント

飼料イネ用

モーアバーアタッチメント

アタッチメントの交換により 一台の機械で対応可能

 
 

 

 



低振動・低騒音型刈払機

試験研究の目標 刈払機の操作部の振動及び騒音の低減

導入対象 全般

新技術要素・部位 ・振動モードの制御

・制振素材等の適用

・防音素材等の適用

目標能力 ・低騒音でハンドル部の手腕振動を1/3低減

導入効果 ・低振動による事故や健康障害の防止

・作業快適性の向上

目標価格 約8万円

参

考 目標導入面積 ・25,000台（大面積作業用出荷台数の約10％）

及び台数

(市販化後５年間)

低振動・低騒音化により安全・健康・快適な作業



中山間地域対応型防除機

試験研究の目標 小型かつ軽量の移動式防除機による不定形ほ場の畦畔からの農薬散布

導入対象 中山間地域水稲作

新技術要素・部位 ・送風機を使用しない遠心式粒剤散布機構

・手元操作が可能な散布幅調節機構

目標能力 ・小区画不定形ほ場の畦畔から粒剤散布が可能

・ 自走式」と「携帯式」の２方式を開発「

・機体質量40kg以下（自走式 、５kg以下（携帯式））

導入効果 ・作業機の軽量化による軽労化

・散布幅調整機構による均一な散布で生産安定性の向上

目標価格 ・30～40万円（自走式）

参 ・5～6万円（携帯式）

考

目標導入面積 ・1,000台

及び台数 ・1,000ha（中山間地水稲作付面積のうち約1％）

(市販化後５年間)

軽量な散布機構
手元で散布幅調節可能



生体情報測定コンバイン

試験研究の目標 コンバインによる水稲の収穫時における生体量、品質等の生体情報の測定

導入対象 水稲

新技術要素・部位 ・コンバイン搭載型の品質測定機構

目標能力 ・ほ場毎の収穫物の水分、重量、タンパク質含量および作物の生体量の測定が可能

導入効果 ・ほ場単位の品質が把握でき、翌年の栽培計画に活用可能

・タンパク質含量による仕分け乾燥が可能

目標価格 コンバイン価格＋約100万円

参

考 目標導入面積 ・約6,000ha（10ha以上の水稲作付け経営体の作付け面積の約５％）

及び台数 ・500台

(市販化後５年間)



牛体情報モニタリングシステム

試験研究の目標 搾乳ユニット自動搬送装置に搭載した給餌装置と連動して利用できる乳牛精密飼

養管理システムによる牛の個体別の乳量測定及び乳房炎等牛体情報のモニタリング

導入対象 繋ぎ飼い酪農

新技術要素・部位 ・電子個体識別

・乳量データ・乳房炎診断データ等の収集・管理

・自動給餌データ算定

目標能力 ・個体識別し、乳量データ等を自動収集。それに基づき個体別自動給餌、乳房炎診

断等の個体精密管理

導入効果 ・個体精密管理による飼料給与、健康管理（乳房炎の早期診断、空胎日数の短縮）

等生産の効率化・更新産次の延長、トレーサビリティの高度化

目標価格 350万円

参 （50頭規模の基本システム：個体識別＋高精度乳量計＋給餌データ）

考 （乳房炎診断は150万円）

目標導入面積 ・300牧場

及び台数 （搾乳ユニット搬送装置の市販化後５年目標：500牧場×繋ぎ飼い用飼養管理シス

(市販化後５年間) テムに興味有り67％より）



乳頭清拭装置

試験研究の目標 洗浄水、ブラシ等を用いた装置による乳頭の汚れの効果的な除去

導入対象 繋ぎ飼い酪農

新技術要素・部位 ・乳頭洗浄ブラシ等を内蔵したコンパクトな清拭作用部

目標能力 ・清拭後の乳頭の汚れ残存割合を従来の乳頭清拭法の約1/10に低減

導入効果 ・衛生的な搾乳による乳質の向上

・乳房炎の発症予防

目標価格 約20万円

参

考 目標導入面積 ・1,000台（500牧場×２台）

及び台数

(市販化後５年間)



環境保全型汎用薬液散布装置

試験研究の目標 トラクター又は乗用型管理機に搭載した散布装置によるドリフト及び作業者被曝

の低減及び高精度かつ能率的な薬液散布

導入対象 水稲、畑作

新技術要素・部位 ・ドリフト低減型ノズル

目標能力 ・農薬散布におけるドリフトの低減

・散布作業のモニタリング及び作業履歴情報収集・記録が可能

導入効果 ・ドリフトの低減により、環境負荷低減、作業者の農薬被曝回避、農薬使用量の約

20％節減

・作業履歴情報収集・記録装置による農薬散布作業の信頼性確保

目標価格 350～450万円

参 （乗用管理機を含む。モニタリング装置、被爆防止装置付きは 400～500万円）

考

目標導入面積 ・経営規模3ha以上のうち10％（およそ15千戸）

及び台数 ・500台/5年（既存乗用管理機の出荷台数の約20％）

(市販化後５年間)

水稲用

汎 ドリフトの低減

用 作業履歴記録

畑用



いも類の収穫前茎葉処理機

試験研究の目標 作業機による収穫前のいも類の茎葉等の引き抜き及び処理

導入対象 馬鈴しょ

新技術要素・部位 ・茎葉を引き抜き、粉砕する等の処理機構

目標能力 ・能率20ａ／ｈ以上

・茎葉処理率95％以上（引き抜きしにくい晩成品種を除く）

導入効果 ・消費ニーズに即した安全・安心生産。

・薬剤に頼らない茎葉処理が行え、環境負荷低減に寄与。

目標価格 約110万円（トラクタ装着式の作業機。自走式作業機は約200万円）

参

考 目標導入面積 ・約4,000ha（道内馬鈴しょ栽培面積のうち７％）

及び台数 ・500台

(市販化後５年間)



せん定枝粉砕搬出機

試験研究の目標 作業機による果樹のせん定枝の拾い上げ、粉砕、収容及び搬出

導入対象 果樹（りんご等）

新技術要素・部位 ・せん定枝拾上げ機構

・粉砕部への安定供給機構

目標能力 ・処理量200kg(3～10a)／時 以上

導入効果 ・慣行の２倍の能率でせん定枝粉砕搬出作業が可能

・粉砕したせん定枝を堆肥化、炭化等の処理により園地に還元して有効利用

目標価格 100～200万円

参

考 目標導入面積 ・約3,000ha（リンゴとナシの栽培面積(65千ha)の約５％）

及び台数 ・300台

(市販化後５年間)



高精度固液分離装置

試験研究の目標 高水分の家畜排せつ物等のたい肥化が可能な水分含有率以下の固形分及び液肥と

して利用可能な液状分の分離

導入対象 酪農、養豚

新技術要素・部位 ・固液分離性能を向上させるスクリーン形状

・低コスト化のためシンプルなスクリュー形状

・石等の異物混入による装置の破損回避機構

目標能力 ・固液分離後の固形分の含水率75％以下

・固形分の回収率：55～80％

・処理能力３～５ｍ／時3

導入効果 ・固液分離装置の低コスト化

・堆肥化における水分調整のための副資材が不用

・固液分離後の液分の液肥としての取扱性が向上

・既存機で問題になっていた石等の異物混入による装置の破損を解消

目標価格 約300万円

参

考 目標導入面積 ・300台

及び台数 （対象農家（30～80頭規模でオガクズ使用、自然流下式）戸数6,100戸の5％）

(市販化後５年間)

家畜ふん

低含水率で副資材

固形分 が必要なく、その

ままたい肥化可能

液状分

おが屑濾床

液肥



品質管理型たい肥自動混合・かくはん装置

試験研究の目標 家畜排せつ物等と副資材の自動混合並びにそのたい肥化の過程における品質管理

及び自動かくはん

導入対象 酪農、養豚、養鶏

新技術要素・部位 ・臭気センサ等による品質管理制御システム

・撹拌部の上下機構

目標能力 ・処理能力：7.5～11ｔ／日（100～150頭規模 大規模農家、共同利用施設向け）

・堆肥化過程の品質管理が可能

導入効果 ・高品質で均質な堆肥が安定的に生産が可能

・ランニングコストの低減

目標価格 約1,200万円（施設費除く）

参

考 目標導入面積 ・120台

及び台数 （未整備対象農家（搾乳牛50頭以上、肉用牛200頭以上、豚1,000頭以上）戸数2,40

(市販化後５年間) 0戸の5％）

臭気センサ
位置決めセンサ
温度センサ

撹拌作業

管理者

管理情報

搬入、搬出

品質管理システム

たい肥材料



自然エネルギー活用型高品質たい肥化装置

試験研究の目標 家畜排せつ物等のたい肥化の過程における太陽エネルギー等の活用による高品質

なたい肥の生産

導入対象 酪農、養豚、養鶏

新技術要素・部位 ・堆肥化制御システム

目標能力 ・処理能力：3.6ｔ／日（搾乳牛50頭規模）

・１日６時間程度の通気で堆肥化

・太陽光発電を通気用送風機の電力に使用

導入効果 ・高品質な堆肥が生産が可能

・ランニングコストの低減

・商用電源のないところでも安定した堆肥生産が可能

・ＣＯ 排出量削減2

目標価格 約850万円(施設費含む。太陽光発電装置は別途400万円)

参

考 目標導入面積 ・未整備対象農家

及び台数 （搾乳牛30～50頭、肉用牛50～100頭、豚500～1,000頭）戸数2,700戸の10％

(市販化後５年間) ・270台



植付け苗量制御技術（要素技術）

試験研究の目標 田植機での苗の状態及び残量に応じた苗送り量等の自動制御及び苗の均一かつ少

量の植付け技術

導入対象 水稲

新技術要素・部位 ・苗残量、使用量等に応じて送り量を変える精密苗送り機構

目標能力 ・マット苗を均一かつ少量に植付け可能

導入効果 ・均一に少量の苗を植え付けることで苗量を半減させることにより、苗代を節減

（苗を購入する場合 6,000円／10ａの節減）

・田植え作業能率の10％向上

目標価格 既存機価格＋15～20万円

参

考 目標導入面積 ・37万ha（寒冷地を除く水田の32.5％）

及び台数 ・20,000台程度

(市販化後５年間)

精密苗送り機構

残り半分は別のほ場へ

このほ場に半分

軽トラ一台で５０ａ可

苗量の節減による資材費低減、苗補給回数の低減による作業効率向上



農業機械運転支援技術（要素技術）

試験研究の目標 トラクターや作業車両に装備し、畦列や作物列などを自動検出して、運転支援や

作業機の位置を自動制御する技術

導入対象 大豆、馬鈴薯等の畑作、水稲

新技術要素・部位 ・ステレオ画像センサ

・自動操舵機構とコントローラ

・行程端を検知、報告する安全装備

目標能力 ・耕うんや播種、管理、収穫作業等における前行程作業跡や畝列、作物列に沿う車

両操舵操作の自動化、または作業機の自動追従

導入効果 ・耕うんや播種、管理、収穫作業等における作業能率、精度向上及び軽労化

・補助者を必要とする作業での人員削減

目標価格 50～100万円（トラクタ等への装備）

参

考 目標導入面積 ・畑作約9,000ha（大規模畑作の５％)、稲作約5,000ha（稲作の0.3％)

及び台数 ・500台

(市販化後５年間)



果菜類ロボット収穫技術（要素技術）

試験研究の目標 高設栽培されるイチゴを対象とし、品質を低下させずに収穫適期の果実のみを選

択収穫するロボット技術

導入対象 イチゴ

新技術要素・部位 ・果柄切断による採果機構

・果実認識技術

目標能力 ・収穫時間10秒/果

導入効果 ・雇用人員の削減と規模拡大

・作業の軽労化

目標価格 600～700万円

参

考 目標導入面積 ・高設栽培(220ha)の3%（大規模施設）

及び台数 ・20台

(市販化後５年間)


