
緊プロ事業における新たな
開発機種（案）について

資料２

平成２３年３月４日

農林水産省 生産局 農業生産支援課

１ 緊プロ課題の選定
２ 前回（11月５日）審議会の課題（案）における概要
３ 課題選定等のスケジュール
４ 新たな開発機種（案）の概要
５ 開発機種（案）ごとのイメージ



１ 緊プロ課題の選定

① 必要性・緊急性

緊急に開発が必要であって、民間単独では開発が難しい以下のような農業機械

・ 高齢化の進展等に伴い、機械化が遅れている園芸、畜産など、市場が小さく、開発リスクも高い分野の農業機械

・ 環境保全や農作業安全など、経済性等ではなく、施策的な必要性から速やかな対応が求められている農業機械

・ ロボット技術をはじめとした、農業機械分野でこれまで活用が遅れており、開発リスクが高い先進的な技術を活用した農業

機械
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③ 実用性

・ 技術的にシーズ研究成果があり、開発期間中に開発を終了することが可能であること

（１） 対象とすべき高性能農業機械の考え方

平成20年度基本方針（現行）

（１） 農作業の更なる省力化に資する機械
（いちご収穫ロボットなど７機種）

（２） 環境負荷低減及び農業生産資材の効率利用に資する
機械 （果樹用農薬飛散制御型防除機など４機種）

（２） 選定にあたってのポイント

② 革新性

・ 新たな農業生産体系を可能とするような革新性があること

④ 市場性・普及性

・ 機能、目標価格等からみて農業現場での導入・普及が見込まれること

基本方針改正（案）

（１） 農作業の更なる省力化に資する機械
（高能率水稲等種子消毒装置など５機種）

（２） 環境負荷低減及び農業生産資材の効率利用に資する
機械
（ブームスプレーヤのブーム振動制御装置など４機種）

（３） 農作業の安全に資する機械
（乗用型トラクターの片ブレーキ防止装置など２機種）



分野 機 種 名

土地利用型作物 高能率水稲等種子消毒装置

高機能型ポテトプランタ

ラッカセイ収穫機

園芸作物 いちごパック詰めロボット

モノレール対応クローラ運搬車

土地利用型作物 ブームスプレーヤのブーム振動制御装置

園芸作物 施設内における静電防除ロボット

畜産 微生物環境制御型脱臭システム

農作業安全 乗用型トラクターの片ブレーキ防止装置

自脱コンバインの手こぎ部の緊急即時停止装置

（１） 提案した10課題（案） （２） 主な指摘事項
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２ 前回（11月５日）審議会の課題（案）における概要

◆ 課題選定にあたり農業者からも意見を聞くべき

◆ 開発機種（案）の中には、現場の実態に合わせて

仕様の見直しが必要と思われるものもあるため、現

場のニーズに合わせた仕様を検討すべき

農作業の更なる省力化に資する機械

環境負荷の低減及び農業生産資材の効率利用に資する機械

農作業の安全に資する機械

（３） 対応方針

◆ 主産地の行政、農業者、関係メーカーに必要性、

緊急性、普及性などのアンケートを実施

◆ その結果に基づき一部仕様を見直すとともに、課
題選定に反映



H22年3月中旬

7月下旬

9月中旬

11月5日

3月4日

4月

10月上旬

4月中旬

３ 課題選定等のスケジュール

研究開発の開始

基本方針の告示（農林水産省）

3月

１次案の作成（農林水産省、生研センター）

２次案の作成（農林水産省、生研センター）

行政部局、普及指導員、農業団体、農機メーカー、大学等
から開発要望の提案を幅広く募集（農林水産省）

68課題

18課題（案）

10課題（案）

7課題（案）

・・課題（案）

・・課題（案）

アンケート結果を踏まえた仕様の見直しを行い、
産地や民間企業に導入見込み台数や販売見込台数

を調査し、その結果を選定に反映

共同研究を行う民間企業の選定にあたり、技術開発力とともに
研究費の負担額や製品化後の販売計画を評価要素に加味

H23年1月

「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
る基本方針の改正案」等の諮問

（農業資材審議会農業機械化分科会）

パブリックコメント（農林水産省）

分野別課題選定準備委員会における開発機種の検討
（農林水産省関係課、生研センター担当部）

5月上旬

10課題（案）

課題案・開発目標等についての検討
（農業資材審議会農業機械化分科会）

12月1日 メーカーに対する開発課題（案）の説明会開催
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・・課題（決定）



４ 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

高能率水稲等
種子消毒装置

過熱水蒸気を利用して水稲種子消毒
を行う技術を開発する。

導入コストを現状維持もしくはそれ以下で、種
子生産にかかるコストを30％削減することを
目標とする。

ラッカセイ収穫
機

地干しを行う慣行作業において、堀
取・反転作業までを機械化。

収穫作業の所要時間を従来比50%削減する
ことを目標とする。

園芸作
物

いちごパック詰
めロボット

等階級別に凹み付き平詰め用ソフト
パックに向きを揃えて並べるいちご
パック詰めロボット。

処理能力20t以上（年間120日間、1日当たり
12時間稼働時）、多様な規格のパック詰めの
実現による高付加価値化を目標とする。

（１） 農作業の更なる省力化に資する機械

分野 機 種 名 開発機の概要 目標

土地利
用型作
物

ブームスプレー
ヤのブーム振動
制御装置

高速作業時において、ブーム（腕）の
挙動を安定化し、作業精度を維持・向
上できる機構・装置。

作業速度が向上することで、薬剤散布作業に
おける労働時間を50％削減し、薬剤散布精度

の向上、飛散抑制、労働負担軽減、安全性向
上に寄与。

畜産 微生物環境制
御型脱臭システ
ム

畜ふん堆肥化施設からの悪臭負荷の
変動と微生物環境を制御し、アンモニ
ア濃度95％以下まで脱臭する装置の
開発。

密閉型（養豚）、通気型（乳牛）とも従来機に
比べて、設置費用が１/２～１/３に低減するこ
とを目標とする。

（２） 環境負荷の低減及び農業生産資材の効率利用に資する機械
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（３） 農作業の安全に資する機械

分野 機 種 名 開発機の概要 目標

農作業
安全

乗用型トラク
ターの片ブレー
キ防止装置

不要時は連結状態を保持できる、既
存の乗用型トラクターへ追加装備可
能な片ブレーキ防止装置。

乗用型トラクター事故のうち片ブレーキが原
因と疑われる転落・転倒事故は13％も占める

ことから、この新装置の実用化により当該原
因による事故を０件とする。

自脱コンバイン
の手こぎ部の緊
急即時停止装
置

巻き込まれた手が脱穀部分に至る前
にチェーンを完全に停止させるととも
に、片手で解放でき、小柄な作業者で
も操作しやすい緊急停止装置。

巻き込まれによる死亡事故と負傷事故のうち
で入院が必要な負傷を招く事故の撲滅を目標
とする。
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①60kg入りの袋などに種籾を入れ60℃のお
湯が入ったバスタブに10～15分浸積する。
その後冷水の入ったバスタブに10分浸積
し、脱水、乾燥後袋に入れ貯蔵する。作
業能率が低く施設が大がかりである。

②水槽のお湯を沸かすのにエネルギが大き
く排水にも処理施設が必要。

高能率水稲種子消毒装置（イメージ）

①過熱水蒸気（乾球温度200℃、湿球温度
80℃）に２秒程度暴露し、常温通風冷却を
兼ねて気流搬送により包装装置に搬送する。
簡単操作で処理後の脱水・乾燥は必要なし。

②ランニングコスト（光熱費・人件費）を
30％削減する。

［慣行］ ［新］

温湯消毒装置（施設向）
例：チェーンブロックによる自動搬送方式

温湯

制御部
温調器、電力調
製、インバータ、
PLC他

冷却搬送

二次ヒータ

ボイラー等の蒸気発生装置

■目標導入台数、面積（実用化当初５年間）： 170台程度、34,000ha程度
（温湯消毒の普及面積170,000ha×導入可能割合２割÷（200ha／台））

■価格帯 ： 500万円～1,200万円（現行「半連続・連続式温湯消毒システム」以下）
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土地利用型作物

５ 開発機種（案）ごとのイメージ

（１） 農作業の更なる省力化に資する機械



ラッカセイ収穫機
【現行】 【新】

堀取後、地干し（天日干し）のため反転する

堀取

反転

脱莢

脱莢機

トラクタ装着型または歩トラタイプ
土中の水平刃で直根を切断し堀取り

堀取機

堀取・反転作業
12h/10a

（全作業時間60h/10a）

中腰の重労働

数日の地干し後、野積み
にしてさらに1ヶ月後に脱莢

地上部を上向きに反転整列

ラッカセイ収穫機の開発
＜堀取・反転作業の機械化＞

■開発機の特徴
 堀取～反転まで機械化
 地干しを行う慣行作業体系へ適応
 外国製ディガ・インバータと同等の反転性能
 国内の作付にあわせて小型化
 イモ類堀取機の技術を応用して低コスト化
 アタッチメント方式で開発

人力作業
中腰姿勢の辛い労働から解放
慣行作業体系に即適応可能
堀取・反転作業時間50%減
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■目標導入台数、面積（実用化当初５年間）
200台、1,000ha

（作付面積8,000ha×10%（導入割合）)÷（5ha／台） ≒ 200
■価格帯

80～100万円

反転整列状態に
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土地利用型作物

（１） 農作業の更なる省力化に資する機械



いちごパック詰めロボット
【慣行】 【新】

① いちごパッケージセンターが選別出荷作業を請け負う。
② 画像処理及び重量計により自動で等階級選別を行う。
③ 果実のハンドリングはほとんど手作業である。
④ 人件費の削減が課題である。
⑤ 2段詰めパックは果実が傷みやすい。

① 人件費削減。
② 平詰めパックによる高付加価値化。
③ 既存の選果ラインを利用。
④ 選果された果実を見栄え良く平詰めパックに収容。

自動選別装置収穫箱から
手供給

手でパック詰め 果実が載ったトレイ
をベルトコンベアで

搬送・仕分け

自動選別装置

ロボット
（パック詰め）

■目標導入台数、面積（実用化当初５年間）
90 台 （年間120 日間、1 日当たり12 時間稼働時）

（主産県上位３県作付面積6,470×導入可能面積１％÷（0.7ha／台））
■価格帯

1,500万円（3台セット）

収穫箱から
手供給

果実が載ったトレイ
をベルトコンベアで

搬送・仕分け
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園芸作物

（１） 農作業の更なる省力化に資する機械



ブームスプレーヤのブーム振動制御装置の開発（要素技術）

【慣行】 【新】

作業方向
作業方向

上下振動
制御装置

前後振動
制御装置

ブームスプレーヤ

ブームスプレーヤ ブームスプレーヤ

ブームスプレーヤ

（イメージ）

（イメージ）

ブームの
強度向上、軽量化

■目標導入台数、面積（実用化当初５年間）： 1,000台（水田167万ha＋畑117万ha）×導入対象面積6％÷（170ha／台）
■価格帯：本体価格＋30〜40万円（限定機能タイプ）、本体価格＋上下・前後振動抑制用各50万円（高機能タイプ）
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（２） 環境負荷の低減及び農業生産資材の効率利用に資する機械

①既存のブームスプレーヤ（特に、乗用管理機タイプ）は、
振動防止や抑制のための機構が装備されていないことが多
く、高速作業時や移動時にブームが激しく振動するため、
ブーム先端が圃場や地面に衝突する危険性があり、本機が
破損する可能性がある。
②薬剤散布中にブームが上方に振動すると、薬剤がドリフ
トし易い。また、ブームが前後に振動すると、薬剤の不均
一散布や重複散布がおこる。
③作業速度が遅いことから労働負担が大きく、作業能率を
悪化させている。

①作業時や移動時のブームの振動が制御されるため、ブー
ムの圃場や地面への衝突が回避され、本機の破損を避けら
れるとともに、耐久性がアップする。
②ブームの振動が制御されるため、薬剤のドリフト、不均
一散布、重複散布が改善される。
③作業速度が速くなることで労働負担が軽減され、作業効
率も向上する。

土地利用型作物



微生物環境制御型脱臭システム
【現行】 【新】

① 微生物環境制御部（濃度・風量、温湿度の制御）により
脱臭性能を安定化、脱臭槽の小型ユニット化が可能。

② 小型ユニット化で設置コストが１/２～１/３に低減。

③ 飼養規模に応じて、脱臭ユニットの増設で対応でき、
個別農家単位でも導入可能。

④ 敷地の形状に合せて設置、広くまとまった面積は不要。

① 生物脱臭は、密閉型堆肥化装置などの高負荷で変動も
大きい悪臭への適応が困難（微生物相が徐々に破綻）。

② 脱臭装置は悪臭負荷ピークに合せたオーダーメード。
（大規模な堆肥化センター向け）

③ 微生物環境も変動するため、脱臭性能の維持が困難。

・変動幅の異なる堆肥化装
置からの悪臭負荷

・微生物は、急激な環境変
化に対応困難

負
荷

低減

・気液接触により
悪臭負荷の変動を
低減化

・微生物の効率的な
脱臭性能を維持

そのまま
送入

負
荷

ピーク

日 時

平均負荷

変
動
幅

オーダーメードの生物脱臭装置

悪臭負荷ピークに合わせ
微生物相の破綻を回避

変動分
平 均
負荷分堆肥化装置

悪臭 （時々）

苦情

気液接触による
微生物環境制御部

（濃度・風量、
温湿度を制御）

脱臭ユニット

（断熱構造）堆肥化装置

変動分を低減
小型ユニット化

■目標導入台数、面積（実用化当初５年間） ：100箇所/５年
従来装置(母豚100頭規模換算）普及実績：14箇所相当/年 → 14×5年×1.5（低コスト化による普及期待値）

■価格（基本例:設置費用、ランニングコスト）
・母豚100頭の養豚農家用（密閉・縦型堆肥化装置）：500万円、母豚 1頭当たり ７千円
・乳牛50頭規模の酪農家用（通気型堆肥舎） ：600万円、搾乳牛1頭当たり 16千円

畜産

ピーク

20～30℃、80％RH

運転管理不要
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（２） 環境負荷の低減及び農業生産資材の効率利用に資する機械



乗用トラクターの片ブレーキ防止装置の開発
【慣行】 【新】

①左右のブレーキペダルの連結、解除を手動で行う必要があ
り、手間がかかるため、連結・解除操作を省略しがちとなる。

②また、左右のブレーキペダルの連結されていないことを示
す表示（ブレーキ非連結サイン）の装備されたトラクター
もあるが、運転者の見落とし、表示慣れ等があると思われる。

③このため、ほ場作業後の走行において、片ブレーキ状態と
なる場合があり、急ブレーキを踏めば、急旋回し転落・転倒
事故を誘発する恐れがある。

①運転者が片ブレーキでの作業が必要と意図した時だけ片
ブレーキ状態に転換できる、または速度あるいはエンジン
回転速度に連動してブレーキが連結される等の機能によ
り、片ブレーキによ る転落・転倒事故を防止する。

②トラクター制御システムの一部として組み込む機構、あるい
は既存の乗用トラクターにも追加装着可能な機構を検討す
る。

連結 解除
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（３） 農作業の安全に資する機械

農作業安全

■目標導入台数、面積（実用化当初５年間）

実用化後直ちに一部のシリーズから導入を開始し、順次、全機
種に適用を図る。
■価格帯
新装置の価格は、10万円以下とする。



自脱コンバインの手こぎ部の緊急即時停止装置の開発
【現行】 【新】

停止ボタン操作後、すぐにフィードチェーンが止まらない。
停止までの移動距離：25～144cm

小柄な作業者だと停止ボタンに手が届かない型式がある。
また、狭さく桿を片手で解放できない型式がある。

ボタンを押すとエンジンが切れるが、スターターキーを回す
と動いてしまう

解除操作をしないと、再始動しない（写真例ではボタンを右
回転させると解除される）

小柄な作業者でも操作しやすい位置に停止ボタンがある
また、片手で狭さく桿を解放できる

【参考】 【参考】

目標導入台数、面積（実用化当初５年間）
一部のシリーズから導入を開始し、逐次、全機種に適用を図る。
価格帯

現行価格と同じか、最大でも１割増。
12

農作業安全

噛み込みと同時に停止ボタンを操作すれば、こぎ胴到達
前にフィードチェーンが停止する

停止までの移動距離：8～29cm

（３） 農作業の安全に資する機械


