
農業機械開発改良研究・技術開発戦略の達成状況の概要

○達成状況の見方
Ⅰ期： 実用化 「実証 「開発中 「未実用化 「事前検討中」の５段階。「 」、 」、 」、 」、

（ ）内の◎は既に実用化、○は１７年度までに実用化見込のもの。
（ 実用化」とは市販化、市販化が決まっているもの ）「 。

Ⅱ期： 開発中 「事前検討中」の２段階。「 」
○普及台数は、平成15年度末時点の台数。

１ 生産性向上のための機械の開発

期 課題 現状と達成見込達成
状況間

(１) Ⅰ レタス収穫機 未実用化 作業能率面では目標とする性能を達成できたが 性能面 多、 （
農作業の省 期 様な栽培体系における作業精度）の問題から実用化に至っ
力化、新生 ていない。今後は他研究機関と連携を強化し、技術改善を
産システム 図る。
確立のため
の機械の開 越冬はくさい頭部結束機 未実用化 性能面、コスト面の問題から実用化に至っていない。民間
発 企業にて技術改善に向けた改良を実施中。

大粒種子整列は種装置 実用化 慣行作業の３倍の作業能率をもつ装置（カボチャ等ウリ科
（◎） 作物を対象）を開発し、１５年度に実用化。

セルトレイ苗挿し木装置 実用化 慣行作業の２～３倍の作業能率をもつ装置（キクを対象）
（◎） を開発し、１６年度当初に実用化。

スタックサイロ形成機 ― サイロ調製作業の省力化を図るためには、細断型ロールベ
ーラによる方法の方が有効であると判断し、研究中止。

搾乳ユニット自動搬送装置 実用化 慣行作業の２倍の能率を持ち、軽労化にも大きく貢献でき
（◎） る装置を開発し、１５年度に実用化。普及台数４５台。

細断型ロールベーラ 実用化 慣行は５～６人必要だった作業が２人に削減でき、高品質
（◎） で長期保存性に優れたサイレージ生産・調製が可能な機械

を開発し、１５年度に実用化。

<参考> Ⅱ 苗・資材等の効率的ハンドリ ― 肥料等資材の供給形態の動向変化を踏まえた対応を検討。
期 ング装置

新製剤散布機の開発 ― 農薬分野の新規製剤の開発動向を踏まえ対応を検討。

かんきつ用収穫作業機の開発 事前 生産者に対しニーズ調査を実施したところ、開発要望はあ
検討中 ったものの、要望内容を明確にできず、引き続き詳細なニ

ーズ調査を実施し対応方向を検討。

施設園芸における果菜類の収 開発中 次世代緊プロの「果菜類ロボット収穫技術」として要素技
穫・運搬作業の省力化のため 術開発を開始。
の機械開発

野菜類の収穫・運搬・調製・ 事前 生育の均一化など、機械化栽培技術研究と連携しつつ個別
出荷体系の合理化のための機 検討中 作業機の開発状況を見定め、体系化技術の開発を開始。
械開発

低利用地における飼料作機械 開発中 次世代緊プロの「汎用型飼料収穫機」として研究開発を開
化一貫生産システム確立のた 始。



めの機械開発

生体情報等を利用した個別精 開発中 次世代緊プロの「牛体情報モニタリングシステム」として
密飼養管理システム確立のた 研究開発を開始。
めの機械の開発

(２) Ⅰ 農用車両用自律直進装置 実証 目標とする性能を有する試作機を開発し、民間企業で費用
低コスト生 期 （○） 対効果分析を含めた実証試験を実施中。
産技術対応
機械の開発 高速代かき均平機 実用化 従来より20％程度作業能率が向上し、燃料消費量を15％削

（◎） 減できる代かき機を開発。普及台数3,470台。

<参考> Ⅱ 乾田・湛水田両用直播機の開 事前 湛水用の直播機については既に開発済みであるが、乾田直
期 発 検討中 播は収量の安定性等の面に問題を残していることから、乾

田直播栽培技術の動向を見定め対応を検討。

移植・直播両用機の開発 実用化 民間企業が、作業機の着脱により移植、直播に対応できる
（◎） 「多目的田植機」を開発・実用化。

高品質苗の大量育苗機械の開 開発中 機械利用の観点から、野菜苗の斉一育苗技術に関する研究
発 を開始。

２ 農畜産物の高品質化・高付加価値化のための機械の開発

期 課題 概要達成
状況間

(１) Ⅰ 穀物自動乾燥調製装置 実用化 乾燥から精米を一貫して行い、効率的に穀物の調製作業が
農畜産物の 期 （◎） できる装置を開発し、１５年度に実用化。普及台数０台。
高品質化・
高付加価値 軟弱野菜調製装置 実用化 慣行手作業の２倍以上の作業能率をもつ装置を開発し、調
化のための （◎） 製機は１２年度、計量・包装機については１４年度に実用
機械の開発 化。普及台数は調製機280台、計量・包装機４台。

長ねぎ調製装置 実用化 慣行手作業の２倍の作業能率をもつ装置を開発し、１３年
（◎） 度に実用化。 普及台数８台。

結球葉菜調製選別装置 実証 慣行手作業の６～７倍の作業能率をもつ装置を試作し、実
（○） 証中。

<参考> Ⅱ 野菜の選択収穫機の開発 事前 技術的蓄積を図り、関連研究機関との連携を取りつつ対応
期 検討中 を検討中。

高品質収穫コンバインの開発 開発中 次世代緊プロの「生体情報測定コンバイン」として研究開
発を開始。

高品質化・高付加価値化のた 開発中 米の鮮度評価、殺菌装置に関する研究を開始。
めの機械の開発

(２) Ⅰ 非破壊選果機の適用範囲の拡 実用化 民間企業において近赤外光を利用した糖度や酸度による選
農畜産物の 期 大 （◎） 別技術を実用化。
品質評価の
ための機械
の開発

<参考> Ⅱ 葉茎菜類の損傷判定・選別の 事前 生産者ニーズや関連技術の動向を調査して対応を検討。
期 ための機械の開発 検討中

農産物の収穫適期評価のため 事前 生産者ニーズや関連技術の動向を調査して対応を検討。



の機械の開発 検討中

農産物の貯蔵性評価のための 事前 生産者ニーズや関連技術の動向を調査して対応を検討。
機械の開発 検討中

サイレージ材料品質評価のた ― 他研究機関で研究開発を開始。
めの機械の開発

３ 農業の自然循環機能の維持増進のための機械の開発

期 課題 概要達成
状況間

(１) Ⅰ 農用車両用作業ナビゲーター 実証 各種ＰＦ機器と接続して情報の取得や作業の支援を行うこ
肥料、農薬 期 とのできる装置を開発し「日本型水稲精密農業実証試験」
等の投下量 において他ＰＦ機器とともに総合的に実証中。
の節減等に
資する機械 圃場内簡易土壌分析装置 未実用化 センサ部分の技術的難易度が非常に高く、実用化には至ら
の開発 なかった。

土壌サンプリング装置 一部 土壌採取装置、粉砕篩分装置、簡易分析装置について開発
実用化 に取組み、粉砕篩分装置については人力作業の３～４倍の
（◎） 能率で作業可能な装置として開発され、１６年度当初に実

用化。

作物生育情報測定装置 一部 空中測定型、車載型、携帯型の生育情報測定装置の開発に
実用化 取組み 「SPAD値(葉色)×茎数×草丈」等が測定できる装、
（◎） 置を開発し、携帯型については１５年度に実用化。その他

のタイプは「日本型水稲精密農業実証試験」において他Ｐ
Ｆ機器とともに総合的に実証中。

穀物収穫情報測定装置 実証 誤差５％以内で収量と水分を測定できる装置を開発し「日
本型水稲精密農業実証試験」において他ＰＦ機器とともに
総合的に実証中。

可変施肥装置 実証 走行中に施肥量を制御できる装置を開発し「日本型水稲精
密農業実証試験」において他ＰＦ機器とともに総合的に実
証中。

果樹用局所施肥機 未実用化 土壌硬度の高い果樹園で土中施肥が可能な施肥機を開発し
たが、コスト面等により実用化に至っていない。民間企業
にて実用化に向けた改良を実施中。

高精度水田用除草機 実用化 水稲の条間と株間を同時に除草できる除草機を開発し、14
（◎） 年度に実用化。普及台数162台

畜舎換気用除じん・脱臭装置 実用化 粉じん、臭気を十分に除去できる装置を開発し、実用化に
（○） 向けた最終調整中であるが、低コスト化が課題。

畜舎排水脱色・リン除去装置 実用化 十分な脱色、除リンできる装置を開発し、実用化に向けた
（○） 最終調整中であるが、低コスト化が課題。

<参考> Ⅱ メッシュ毎の土壌や作物の状 開発中 「日本型水稲精密農業実証試験」において２１緊プロで開
期 態等PFを行うための情報を活 発したＰＦ機器を総合的に実証中。

用した作業制御型機械の開発

メッシュ毎の土壌や作物の状 開発中 「日本型水稲精密農業実証試験」において２１緊プロで開
態等PFを行うための情報を活 発したＰＦ機器を総合的に実証中。
用した総合生育管理用機械の



開発

畑用液剤少量散布機の開発 開発中 次世代緊プロの「環境保全型汎用薬液散布装置」として研
究開発を開始。

(２) Ⅰ 高精度固液分離装置 実証 従来機に比べ低コストで高い固液分離機能を持つ装置を試
農業資源リ 期 （○） 作し実証中。
サイクルの

、 、ための機械 品質管理型堆肥攪拌自動混合 実証 慣行の攪拌型堆肥化装置に比べ 高品質な堆肥が生産でき
の開発 装置 （○） 建設コストは同等で管理コストを削減できる装置を試作し

実証中。

、 、自然エネルギー活用型高品質 実証 自然エネルギーを活用することで 管理コストを削減でき
堆肥化装置 （○） 通風を管理することで高品質な堆肥を生産できる装置を試

作し実証中。

<参考> Ⅱ 有機性廃棄物高度リサイクル 事前 堆肥化や汚水処理過程で生じる窒素やリンを回収し再利用
期 技術の開発 検討中 する技術について17年度より研究開始予定。

家畜糞尿の燃料化装置の開発 事前 関連技術の動向を調査して対応を検討。
検討中

農産物・農業廃棄物の燃料化 事前 関連技術の動向を調査して対応を検討。
装置の開発 検討中

動植物油マイクロエマルジョ ― 民間企業等で関連技術が確立されつつある。
ンによる代替燃料利用型機械
の開発

（３） Ⅰ 農用エンジン排出ガスの低減 未実用化 排出ガス低減化に向けて既存技術の調査等を行った結果、
、地球温暖化 期 化技術の開発 技術開発の方向性や農業機械に関する諸特性は得られたが

抑制のため 具体的な装置開発には至っていない。
の機械の開
発

<参考> Ⅱ 動力源としてエンジンとモー ― 事前調査を行った結果、農業機械のエンジン負荷の変動で
期 ターを併用したハイブリッド は、ハイブリッド効果は小さいことが判明したため、研究

型農業機械の開発 は実施しない。

温室効果ガスを排出しない風 事前 関連技術の動向を調査して対応を検討。
力・太陽等のクリーンエネル 検討中
ギーを利用した機械の開発

４ 中山間地域等に適応した機械の開発

期 課題 現状と達成見込達成
状況間

（１） Ⅰ 傾斜地果樹用管理ビークル 未実用化 慣行作業に比べ防除や収穫物運搬が効率的に行える管理機
小区画ほ場 期 を開発したが、コスト面等により実用化に至っていない。
・傾斜地等 メーカーにおいて低コスト化に向けた改良を実施中。
に適応した
機械の開発 傾斜地果樹用多目的モノレー 実用化 各種管理作業を2倍程度効率化できる装置を開発し、１６年

ル （◎） 度から実用化。

中山間地域対応自脱型コンバ 実用化 中山間地域でこれまでコンバインが入ることの出来なかっ
イン （◎） た小区画ほ場に対応できる小型コンバインを開発し、１４

年度に実用化。1,675台普及。



傾斜地草地用多機能トラクタ 未実用化 傾斜地での作業を効率化できるトラクターを開発したが、
ー コスト面から実用化に至っていない。メーカーにおいて低

コスト化に向けた改良を実施中。

<参考> Ⅱ 中山間地域における小規模水 開発中 中山間地小区画水田での各種作業の軽労化を図るため、超
期 田、転作畑等に適した機械の 軽量小型な歩行型田植機の開発を１４年度から開始すると

開発 ともに、次世代緊プロでは 「中山間地域対応型防除機」、
の研究開発を開始。

中山間地域における転換畑等 ― 他研究機関等で実施中
の小規模放牧地の環境保全の
ための機械の開発

放牧牛の位置及び生体情報に ― 他研究機関等で実施中。
基づく高度管理のための機械
の開発

（２） Ⅰ れんこん収穫作業機 未実用化 性能面、コスト面の問題から実用化に至っていない。
地域特産農 期
作物用の機
械の開発 シシトウガラシの簡易選別機 未実用化 性能面では目標を達成したが、コスト面から実用化に至っ

ていない。他民間企業との連携を含め、実用化に向けて検
討中。

こんにゃく収集・運搬機 実用化 慣行手作業の５倍以上の作業能率をもつ収穫・運搬機を開
（◎） 発し、平成１３年度に実用化。普及台数２台。

５ 農業機械の安全性及び農作業の快適性向上のための技術開発

期 課題 現状と達成見込達成
状況間

（１） Ⅰ 安全情報システム 実用化 農作業事故調査及び原因分析を実施し、安全情報について
安全性向上 期 （◎） の電子情報システムを構築、ホームページで公開。
のための技
術開発

農業機械操作シミュレータ 開発中 農業者が各自で事故防止のための点検が出来るシミュレー
（○） タ（疑似体験ソフト）を試作。１６年度から頒布予定。

各種農業機械の安全基準の策 ― 毎年度、外部委員を含む委員会を開催し、必要に応じて安
定 全基準について新規に策定または改定を実施。

<参考> Ⅱ 事故安全情報収集解析システ 事前 「安全情報システム」の成果をもとに１７年度より研究開
期 ムの開発 検討中 始予定。

危険情報の検出と告知技術の 事前 関連技術の動向を調査中。
開発 検討中

安全性の計測・評価システム 事前 関連技術の動向を調査中。
の開発 検討中

農作業事故の行動心理学的分 事前 関連技術の動向を調査中。
析 検討中

（２） Ⅰ 作業環境評価モニタリングシ 実用化 農作業の快適性の面からの評価の指針となる「農業労働の
農作業の快 期 ステム （◎） 計測・評価ガイド」を策定し、刊行。
適性向上・
軽労化のた 作業姿勢評価モニタリングシ 実用化 農作業の快適性の面からの評価の指針となる「農業労働の
めの技術開 ステム （◎） 計測・評価ガイド」を策定し、刊行。



発
マン－マシンインターフェー 事前 関連研究の成果を踏まえ17年度より研究開始予定。
ス評価技術 検討中

労働負担評価モニタリングシ 実用化 農作業の快適性の面からの評価の指針となる「農業労働の
ステム （◎） 計測・評価ガイド」を策定し、刊行。

騒音の可視化による低減 実用化 騒音低減対策の立案を容易にするための農業機械の騒音の
化技術 （◎） 可視化技術を開発。

<参考> Ⅱ 快適性評価技術の開発 事前 Ⅰ期の研究成果を踏まえ課題化。
期 検討中

女性、高齢者の軽労化のため 開発中 農業機械のユニバーサルデザインに関する研究を14年度よ
の指針の策定 り開始。

６ 農業機械の開発のための基礎・基盤技術の研究開発

期 課題 現状と達成見込達成
状況間

（１） Ⅰ 視覚センサー等を用いた個体 試作 自動車で実用化されているステレオ画像処理システムを活
機械の自動 期 認識・識別技術 （○） 用して、作物列を自動検出、自動追従可能な機械を開発予
制御技術や 定。
認識機能等
によって自 株間等の機械除草技術 開発中 畑用中耕除草機について、除草精度、作業能率を向上させ
律的に行動 る除草機構を試作中であり18年度までに開発予定。
できる技術
等の研究開 機械間引き技術 未実用化 ニーズや関連技術の動向について調査中の段階であるが、
発 技術的難易度が高く、研究は進んでいない。

野菜等の個体分離・供給技術 開発中 ねぎ、ほうれんそうの調製作業の効率化のため、野菜等を
（○） 分離して調製機に供給する技術について開発中。

粒状資材のモニタリング技術 未実用化 施肥機、播種機において粒状資材の流量を測定できる技術
を開発したが、コスト面が課題。

自動化のための整列供給装置 開発中 整列供給に関する要素技術を開発し、次世代緊プロの「野
の開発 菜接ぎ木ロボット自動給苗装置」として実用化に向けて試

作中。２１緊プロで開発した「セルトレイ苗挿し木装置」
への苗の供給についても検討中。

乳頭清拭装置の開発 開発中 乳頭清拭に関する要素技術を開発し、次世代緊プロの「乳
頭清拭装置」として実用化に向けて試作中。

<参考> Ⅱ 野菜・果樹の管理・調製作業 事前 生産者ニーズや関連技術の動向を調査中。
期 におけるマニュピレータの開 検討中

発

果菜類の管理・収穫ロボット 開発中 次世代緊プロの「果菜類ロボット収穫技術」として要素技
の開発 術開発を開始。

ロボット車両及び移動機構の 事前 生産者ニーズや関連技術の動向を調査中。
開発 検討中

草地栽培管理作業用ロボット 事前 生産者ニーズや関連技術の動向を調査中。
の開発 検討中

。家畜飼養管理、搾乳・哺乳作 ― 搾乳・哺乳作業用ロボットは既に輸入機を中心に導入普及



業用ロボットの開発

「 」 。（２） Ⅰ 生育・出荷管理のための生育 実証 日本型水稲精密農業実証試験 において総合的に実証中
生育環境及 期 情報モニタリング技術の開発
び生体情報

（ ）の検出技術 視覚センサー等による果菜類 開発中 作物情報検出に関する要素技術 ３次元位置検出システム
の機械への の作物情報検出装置の開発 （○） を開発し、次世代緊プロの「果菜類ロボット収穫技術」に
応用に関す 活用予定。
る研究開発

<参考> Ⅱ ほ場の水分、養分、病害虫の 開発中 光源を利用した病害虫の誘引技術と画像処理技術を組み合
期 発生状況等のモニタリング技 わせることで、病害虫をモニタリングする技術を開発中。

術の開発

（３） Ⅰ 複数野菜の収穫に対応可能な 開発中 収穫作業車両については、収穫部を交換することで走行部
農業機械 期 汎用車両の開発 （○） を汎用利用できる履帯式の車両を開発したが実用化には至
の低コスト っていない 収穫物積載車両については次世代緊プロの 追。 「
化、リサイ 従型野菜運搬車」として１７年度までに開発予定。
クル化のた
めの研究開 リサイクル度評価手法の確立 事前 農業機械のリサイクル状況に関する実態調査を実施してい
発 検討中 る段階。

<参考> Ⅱ メンテナンスの容易な農業機 事前 易解体性評価法を確立した上で研究開発を開始。
期 械の開発研究 検討中

リサイクル可能な農業機械部 事前 農用ゴムクローラの切断・分離技術を開発中。また、効率
品の開発 検討中 的なリサイクルシステム等を検討予定。

（４） Ⅰ トラクタの環境負荷に対する 実用化 小型特殊自動車の排出ガス規制に対応し、ディーゼルエン
農業機械開 期 評価試験方法の確立 （◎） ジンの排出ガス測定を行う要領を策定。
発のための
支援技術研 防除機の環境・安全性に対す 実証 散布量及び風量とドリフトの関係を調査中。
究開発 る評価試験方法の確立 （○）

安全情報、研究成果、検査・ 開発中 安全情報、研究成果、検査・鑑定結果等の技術情報のデー
鑑定結果等の技術情報のデー （○） タベースを構築中。
タベース化

<参考> Ⅱ 農業機械開発のための多目的 事前 「技術情報のデータベースを構築」した上で対応を検討。
期 ・最適化手法による意思決定 検討中 生産現場の機械に対するニーズ調査（ＣＳ：顧客満足度調

支援システムの開発 査）を実施予定。

農業機械の総合性能開発評価 事前 各種評価試験方法の実施状況を踏まえ課題化。
法の開発 検討中


