
 ９ 農業機械の研究開発に対する大規模農業経営からの要望 

○ 日本再興戦略（平成25年６月閣議決定）において目標とされた、「担い手の生産コストを現状の全
国平均（１万６千円/kg）から４割削減」の実現に向け、大規模農業経営からのヒアリングを２０１３年
７月から１１月まで実施。 

○ 農業機械の研究開発に関して、主な要望事項は以下のとおり。 
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大規模農業経営の要望 機械化促進法の基本方針との関係 

プロ農家向けに機能を厳選した低価格農業機械開発 
 

①省力化・低コスト化 

コンバインの耐久性向上 ①省力化・低コスト化 
 

草取り等の管理作業の機械化 ①省力化・低コスト化 
③農作業の安全性向上 

汎用コンバインにおける稲収穫性能の向上 ①省力化・低コスト化 
 

肥料の大型包装化に対応した機械開発 ①省力化・低コスト化 
 

研究開発への農業経営者のアイディア反映 
 

－ 

（参考）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（平成25年農林水産省告示第1602）号【抜粋】 

 第１ 研究機構が行う高性能農業機械等の開発に関する試験研究機関の対象とすべき高性能農業機械等、その目標及びその
実施方法に関する事項 

  ２ 試験研究の対象とすべき高性能農業機械及びその目標 
   （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高性能農業機械 
   （２）消費者ニーズ等に則した安全で環境にやさしい農業の確立に資する機械 
   （３）農作業の安全性向上に資する機械 



○ 多機能性を確保するため、部品点数が多くなり、故障しやすく、メンテ 
 ナンスも煩雑。 

○ 稲の収穫には自脱型コンバインを使われることが多いが、米と大豆の 
 複合経営をする場合、自脱型コンバインと普通型コンバインの両機を所有 
 するケースが多い。 

21 

（参考）大規模農業経営が求める農業機械の事例  

  コンバイン 

○ 畦畔での草刈り用の機械はあるが、人力で動かすところが多く、 
  負担が大きい。 

○ 割合小規模な生産者向けの草刈り機が多い。 

  草刈機 



農業で発生するCH4 
1,404万t-CO2（約1.0％） 

農林水産業で
発生する
CO21,160万t-
CO2（約0.9％） 

食品製造業で発生す
るCO21,717万t-CO2 

（約1.3％） 

業務その他部門 
のCO2 

運輸部門 
のCO2 

エネルギー転換 
部門のCO2 

非エネルギー 
転換部門のCO2 

農業以外のCH4 
農業で発生するN2O 

農業以外のN2O 
その他ガス 

産業部門の 

家庭部門 
のCO2 

2012年度総排出量（確   
定値）は13億4300万t-
CO2。 

うち、農林水産業・食
品製造業の割合は約
3.9％（運輸・廃棄物に

伴う排出量は除く）。 

○ 農業機械の温室効果ガス削減対策としては、省エネ農機（穀物遠赤外線乾燥機と高速代かき機）の普及を促進。 

○ 省エネ型農業機械の開発普及を図るため、穀物乾燥機と乗用型トラクター、コンバインのテストコードを策定し、 

 省エネ性能評価基準や表示制度の確立に向けて検討するための事業を実施しているところ。 

○ 大気環境汚染問題に対処するため、公道走行する車両（トラクター等も含む）は「道路運送車両法」により、 

 公道走行しない特殊車両は「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」により、排出ガス規制が行われて 

 おり、その規制値は年々強化されていることから、農業機械の価格上昇が懸念されているところ。 

データ出典：国立環境研究所ウェブページから作成 

（http://www-gio.nies.go.jp/index-j.html） 

温室効果ガス総排出量における農林水産業・食品製造業の内訳 
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 １０ 環境問題への対応 

排出ガス規制
強化への対応 

京都議定書第一約束期間（2008～2012年度）の5カ年平均における我が国の温室効果ガスの総排出量基準年度 （1990年度）比６％削減については、達
成される見通し。また、2020年度の新たな温室効果ガス削減目標については、地球温暖化対策推進本部において2005年度比で3.8％削減することが決定
された。 

ディーゼル特殊自動車の排出ガス基準値の推移 

エンジン等の
改良による 
価格上昇 

農業機械による年間CO2排出量=99万t-CO2 
 

（独）農研機構の推計による農業の穀物乾燥用灯油及びほ場作業用軽油の年間消費
量から、穀物乾燥機、コンバイン、トラクター由来の消費量を推計し、CO2排出量を試算 

１台当たり50～80万円
の価格上昇 

出典：環境省パンフレット 
 2014年は10月1日から、順次適用 

（農機メーカーへの聞き取り） 

http://www-gio.nies.go.jp/index-j.html
http://www-gio.nies.go.jp/index-j.html
http://www-gio.nies.go.jp/index-j.html
http://www-gio.nies.go.jp/index-j.html
http://www-gio.nies.go.jp/index-j.html


農作業死亡事故の発生状況 農作業死亡事故の内訳（平成２４年） 

事
故
件
数
（件
） 

高
齢
者
比
率
（％
） 

 １１ 農作業安全対策 

○ 農業就業人口が減少し、高齢農業者の割合が増加する中で、農作業死亡事故件数は毎年約
400件で横ばいに推移。平成24年度は350件に減少したが、依然として農業機械作業に係る事故
が全体の７割程度と高い水準にある。 
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(59) (71) (77) (76) (80) (93) (94) (106) (121) (134) (121) (138) 

286  291  295  297  298  
305  286  

296  
324  321  

281  
278  

109  93  103  
116  

97  86  111  78  

84  77  

85  
72  

396  
384  398  

413  
395  391  397  

374  408  398  
366  

350  

72.2  

79.4  

14.9  

39.4  

0

20
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0

100

200

300

400

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

65歳未満 65歳以上 

65歳以上のうち80歳以上 65歳以上の割合 

80歳以上の割合 

資料：農林水産省 
           「平成24年農作業事故調査（死亡小票調査）」 

３６６ 

３５０件 

乗用型トラクター 
106件（30.3%） 

歩行型トラクター 
40件（11.4%） 

農用運搬車 
40件（11.4%） 

自脱コンバイン 
17件（4.9%） 

動力防除機 
7件（2.0%） 

動力刈払機 
8件（2.3%） 

その他 
38件（10.9%） 

農業機械作業 
256件（73.1%） 

機械・施設以外の作業 
（ほ場、道路からの転落13件、熱中症21件 等） 

75件（21.4%） 

農業用施設作業 
19件（5.4%） 

（ ）内：死亡事故全体に占める割合 

 ① 農作業死亡事故の現状 



農作業安全のための取組について 

農作業安全確認運動の推進（Ｈ22～） 

農作業安全緊急推進事業の実施（Ｈ23～Ｈ26） 

農作業安全研修の実施 

農作業安全現地調査の実施（Ｈ25～） 

効果的な安全対策実施のための 
リスクアセスメントの実施（Ｈ27概算要求） 

農業機械の安全性向上に向けた研究開発（Ｈ23～Ｈ25） 

座学のみならず、乗用型ト
ラクターの傾斜地における
横転疑似体験や歩行型ト
ラクターの挟まれ体験等
の危険性も体感できる研
修を実施。 

農作業事故防止に向けた
対策を強化するため、毎
年、春（３～５月）と秋（９～
10月）を重点期間として、

全国の関係機関の協力の
下、農作業安全確認運動
を実施。 

農作業安全運動を熱心に
実施している地域の現地
調査を行い、安全対策の
課題とその改善策を検
討。 

農作業の各段階における
リスクアセスメントの実施
及びアセスメント結果に基
づく安全性向上方策の提
案を支援。 

農作業事故の防止に向け
て、農作業事故の詳細な
調査・分析や高齢農業者
をはじめ地域全体の安全
意識を向上させる取組を
支援。 

農業機械の誤操作による
農作業死亡事故を減らす
ため、乗用型トラクターの
ブレーキ操作の誤りを防ぐ
片ブレーキ防止装置等の
研究開発を平成23年度か
ら実施。平成25年度に完
成、26年度より順次導入。 

2014年農作業安全 
ステッカー 

2014年農作業安全ポスター 

事故の調査・分析結果から 
作成された安全啓発ＤＶＤ 

地域ぐるみでの 
農作業安全活動への支援 

片ブレーキ防止装置 

１ 

２ 

３ 

ブレーキ 

トラクターの傾斜地における横転疑似体験 

他業界における手法も参考に 
リスクアセスメント手法を実施 

北海道、長野県、新潟県、高知県で実施 
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○ 農業機械については、低コスト化のみならず、農業者の生命・身体を守る安全性向上の要請
が強い。 

○ 農作業安全の向上を図る観点から、官民共同により農作業事故を未然に防ぐための農業機
械の開発等を推進。 

乗用型トラクターの片ブレーキ防止装置の開発 

自脱コンバインの手こぎ部の緊急即時停止装置の開発 

開発目的   
  停止ボタン操作後すぐにフィードチェー

ンが止まらないことや小柄な作業者に
よっては停止ボタンに手が届かない型式
があることから、巻き込まれによる死亡
事故と負傷事故のうち、入院が必要な負
傷を招く事故の撲滅を目標とする。 

開発背景と目的  
  左右のブレーキペダルの連結、解除は手動で行う必要があり

手間がかかることから、連結・解除操作を省略しがちであ
る。 

  一方、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。 

開発期間：平成２３～２５年度 

開発期間：平成２３～２５年度 

～平成26年度より、対応可能型式から随時導入～ 

連結解除ペダルを踏ん
でいる間のみ片ブレー
キを使用可能。 

連結解除ペダルロック
レバーによる切り替え
で、解除ペダルの誤操
作を防止。 

通常作業型 両手作業型 

緊急停止ボタンを押すとただちにフィード
チェーンが停止し、こぎ胴カバーが開放
され、手を抜き出すことができる 

両手で作業する時のみ手こぎ可能。 

（参考）農業機械の安全性向上に向けた取組  


