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○ 我が国農業の機械化は、作付面積が大きく市場規模が大きい稲作を中心に進展。稲作では機械化一貫体系が構
築され、その構成要素であるトラクター・田植機・コンバインといった農業機械の出荷台数も他の品目と比較して多い。 

○ 他方、品目が多様でそれぞれの作付面積・市場規模が相対的に小さい果樹・野菜など園芸作物については、耕耘
や防除、管理など稲作と共通する作業では一定程度機械化が進んでいるものの、労働時間・負荷が大きい根菜類の
間引きや葉物野菜の収穫作業等の機械化が遅れている状況。 

１ 農業機械化の現状 
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○ 各品目ごとの作付面積（平成25年産） 

資料：農林水産省「作物統計」、「野菜生産出荷統計」 

○ 主な農業機械の国内出荷台数（平成25年） 

機種 出荷台数（千台） 

乗用型トラクター 51 

田植機 28 

動力防除機 147 

刈払機 621 

自脱型コンバイン 23 

野菜移植機 3 

野菜収穫機 1 

資料：農林水産省及び（一社）日本農業機械化協
会調べ 

○ 野菜作における機械化の現状 

資料：（国研）農研機構HP 

◎：多くの産地で一般的に機械が利用 
○：一部の地域で機械が利用 
△：市販機はあるものの、わずかに利用 
×：機械がなく、人手作業 
－：該当作業なし 

（単位：千ha） 

米 1,599 

麦 270 

大豆 129 

そば 61 

だいこん 34 

にんじん 19 

ばれいしょ 80 

さといも 13 

はくさい 18 

キャベツ 34 

ほうれんそう 21 

レタス 21 

ねぎ 23 



○ 機械化が進んでいる稲作では、ほとんどの地域で代かき→田植え→防除→収穫という栽培方法で生産されているこ

とから、それぞれの作業機も全国どこでもほとんど同じものが活用可能。このため、一定程度の生産量が確保される
ことから製造コストを抑えることが可能。 

○ また、稲作の機械化一貫体系の構築に向けた開発に多くの研究資源を投入し、国策として推進してきた経緯。 

○ 他方、地域や品種、季節によって栽培方法が多様な園芸作物については、それぞれの栽培方法に応じて収穫機等
を製造するとロットが小さく製造コストも割高に。また、特に生食用野菜などについては、作物一つ一つを認識・管理
する集約的な作業が求められるため、作物を集団として扱う稲作よりも技術的なハードルが高い。 

２ 要因分析 

○ 普及している農業機械と実用化していないものとの要因比較 

普及しているもの 

○ 開発・製造等に係るコストの投
資に見合う販売台数が見込まれる
もの 

（例）田植機等の稲作用機械 
  

○ 他の品目の栽培にも使えるなど、
汎用性が高いもの 

（例）トラクター、防除機、管理機 
  

○ 作物を集団として扱うため、精
度よりも高い効率性が求められる
もの（機械的なアプローチで扱え
るもの） 

（例）いも類のハーベスター 
  

○ 多くの研究資源を投入して開発
してきたもの 

実用化していないもの 

○ 販売台数が見込めず開発・製造
等に係るコストの回収ができない
可能性があるもの 

 
○ 作物一つ一つを認識して収穫す
るなど、高度なセンシング・制御
技術が必要となるもの 

（例）果菜、果樹の収穫機 

開発 
コスト 

製造 
コスト 

販売台数が少ないと 

一台当たりのコスト
が増加 

高度な技術が求めら
れるため高い開発コ
ストが必要 
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【目標】 
比較的小規模から大規模農家までが導入可能で、既 
存のベース車両等（乗用管理機、乗用田植機走行部 
等）に装着して使用することが可能な水田用除草装 
置 

○ マーケットが小さくリスクの大きい課題や安全性の向上、環境負荷の低減等の政策的な課題等に対応するため、
（国研）農研機構生研センターを中心に、民間企業、都道府県、大学等が結集し、生産現場との密接な連携の下、農
業機械の研究開発を実施。 

○ 開発課題の選定に先立ち、農業者や都道府県等を対象にニーズ調査を、また、大学や民間企業等を対象にシー
ズ調査を実施。 

○ ニーズ・シーズのマッチングが可能となった課題について、農業資材審議会農業機械化分科会で審議・選定。 

３ 農業機械等緊急開発事業（緊プロ事業）について 

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機械 

【目標】 
ほ場でのトラクタ作業において、トラクタに後付け 
装着が可能で、ステアリングを自動制御し、目標地点 
や前行程のマーカ跡、作業跡に対し、高精度に直線的 
に走行する装置を開発 

 高精度直線作業アシスト装置 

【目標】 
茶園用乗用型機械に装着でき、遮光資材の被覆・除 
去作業、資材運搬の各機能を有する被覆作業用ア 
タッチメントの開発、および傾斜地茶園への適用性 
の検証 

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 

チャの直掛け栽培用被覆資材の被覆・除去装置 

高能率水田用除草装置 

開発方針 
対象高性能農業機械（平成26年度に開発完了したもの） 

農作業の安全性向上に資する
機械 
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４ 緊プロ事業の検証 （１）ニーズ調査の分析 

土地利用型

作物, 246 

園芸作物, 

256 

地域作物, 

28 畜産, 58 

その他, 20 

○ 平成26年度のニーズ調査では608件が集まり、その内訳を見ると、園芸作物に関するものが256件（全体のうち
42％）で最も多く、次いで土地利用型作物（246件、41％）、畜産（58件、10％）、地域作物（28件、5％）。 

○ 各分類ごとの要望で多いのは、土地利用型では草刈機、園芸作物及び地域作物では収穫作業の機械化・自動
化。畜産分野では、収穫機の要望が多いものの、畜舎の清掃ロボットやアシストスーツなど、省力化・軽労化のた
めのロボット技術の活用に関するものも多い。 

○ なお、これまで実施してきたニーズ調査は、生産者及び都道府県を対象としており、実需者である流通・加工業者
等に対しては積極的に調査依頼を行ってこなかったところ。 

土地利用型作物（米、麦、大豆等） 園芸作物（野菜、果樹等） 

地域作物（さとうきび、茶等） 畜産（酪農、肉牛等） 

【ニーズ調査概要】 
調査時期：平成26年７月７日～７月25日 

調査対象：生産者（法人、農業団体を含
む）、都道府県（普及組織、県農
試など） 

調査結果：総計608件（生産者403件、都道
府県205件） 
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（２）ニーズに対応したシーズの調査結果の分析 

○ ニーズ調査で出された要望のうち選定されなかったものには、必要なシーズが提供されなかったものや、技術の内
容が実用化の段階にあるかが不明なものなどが存在。 

○ また、緊プロ対象機種の選定に当たって、例えば軟弱野菜の調製機については、今後加工業務用への出荷が増
えていく中で、どのような農業者が導入するのかを想定した上で、開発機の使用を検討すべきとの指摘があったとこ
ろ。 

機種名 ニーズ調査の概要 シーズ調査の概要 事務局のコメント 選定結果 

イグサ収
穫機 
（５件） 

・軟弱土壌でも走行できるもの 

・刈り取り能力の向上、収穫物
積載の自動化、裁断機構の改
良を具えたもの 

・現行収穫機の技術的な開発課
題を特定するとともに、更なる
シーズ調査が必要 

× 

機種名 ニーズ調査の概要 シーズ調査の概要 事務局のコメント 選定結果 

調製機（下
葉処理な
ど） 
（４件） 

・手作業と同等の仕上がり 

・調製から袋詰めまで一貫でで
きるもの 

・ホウレンソウ等の軟弱野菜の根切りと下葉取りを高能
率に行う機能 

・汎用性が高い軟弱野菜用の調
製装置は、労働力不足や生産性
向上の観点から、緊急に開発す
る必要 

○ 

① 調査の結果シーズが提案されなかったものの例 

② シーズの提案はあったものの、開発期間中に実用化に至るかの見極めが困難であった例 

機種名 ニーズ調査の概要 シーズ調査の概要 事務局のコメント 選定結果 

鳥獣害対
策装置（２
件） 
 

・夜間に自走できるもの 

・蓄電池利用により無電源地域
でも利用可能なもの 
・追い払い用の無人ヘリ  

・人物の画像判別技術を活用し、昼夜を問わず自動的
にイノシシ等を監視する機能 

・マルチコプターの左右に円形の保護フレームを付け地
上、水上も走行可能な２輪型飛行ロボット。自ら充電装
置まで移動・充電することで長時間の観測・監視が可能。 

・今回提供されたシーズが緊プロ
課題として実用化可能なステー
ジにあるか精査が必要 
 

× 

③ 選定に当たり、活用場面を想定した開発機の検討が必要とされたものの例 
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○ また、ロボット技術やICT（情報通信技術）の活用に関する要望を見ると、土地利用型作物における草刈作業のロ

ボット化や園芸作物分野でのアシストスーツ、その他の分野では農作業安全システムや各社のソフトを相互利用で
きるシステムに関するもの等が寄せられたところ。 

○ こうした要望に関しては、既に国の委託プロジェクトや民間企業等による研究開発等で対応しており、ニーズに対
応し迅速に実用化を図るためには、これら研究開発との連携が重要。 

分野 機種名 ニーズ調査の概要 シーズ調査の概要 事務局のコメント 

土地利
用型作
物（米、
麦、大
豆等） 

草刈機 
（４０件） 

・畦畔を自動で草刈りでき
るロボット 

・畦の水張り側、天板、長
い法面の除草ができるもの 
・リモコン操作できるもの 

・株間を確実に除草できる
もの 

【無人ロボット型水田除草機】 

・ホバークラフトで水田に浮遊させ、回転ブラシで機体の
走行と雑草の除草を行う無人の除草ロボット 

・ＧＰＳにより取得した位置情報を基に、回転ブラシの制
御により、除草の軌跡制御や自律走行が可能 
  
【中山間地用除草ロボット】 
・カメラ画像等を駆使した除草用のロボット 
・小型、軽量により軽トラックでの搬送が可能 

・委託プロジェクトや大学等において研究開
発中であり、緊プロ課題として実用化可能な
ステージにあるか精査が必要ではないか 
 
 
 

・中山間地ではＧＰＳ信号が届きづらい状況
が想定されることから、まずはリモコン操作
等で安全に作業ができる除草機の開発が必
要ではないか 

その他 アシスト
スーツ 
（５件） 

・首、肩への負担を軽減し
た軽量なもの 

・身体に装着する等で作業
がしやすいもの 

【農業用アシストスーツ】 
・長時間腕を上げての作業を軽労化 

・民間企業や大学等で研究開発中であり、
間もなく市販化される予定 

農作業
安全シ
ステム 

【ＩＴ乗用農機の安全支援機能】 

・農業機械に搭載する作業・営農支援システムに、危険
箇所接近をオペレーターに警告する等の機能・装置 

・管理者は基地端末で農業機械の位置情報を把握でき、
事故発生時には機械側から管理者に通報する機能 

・農作業安全の確保については重要な課題
であり、農業機械による通報機能など一部
の機能・装置については既に市販化されて
いるが、緊プロ課題として実用化を図る上で
は、民間単独では開発が難しい機能を特定
する必要 

ＩＴ相互
利用ソ
フト 
（１件） 

・農機メーカー等が開発し
た各種ソフト情報を相互交
換利用できるもの 

【作物・作業情報の蓄積・分析できるシステム】 

・収穫と同時に「収量」、食味に影響を及ぼす「タンパク含
有率」と「水分率」を測定できる食味収量センサー搭載の
コンバインと連動して収穫情報を記録するシステム 

・内閣官房IT戦略室を中心に、農業データの

相互利用に向けたデータ項目の標準化等の
議論が行われているところ 

ロボット技術やICTに関するニーズ・シーズ調査の例 
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（３）課題の選定 

○ ニーズ調査で寄せられた608件を、①シーズが提案されたか、②民間企業や大学等において類似の研究開発が

行われているか、③開発期間中に実用化が見込まれるか、④普及が見込まれるか、という基準で選別し、最終的に
４課題を選定し、平成27年度から緊プロ事業において研究開発を開始。 

○ 寄せられたニーズのうち緊プロ事業の対象とならなかったものについて、各カテゴリーごとにどのような仕組み・枠
組みで機械化を進めるべきか、今後検討が必要。 

シーズの提案がなかったもの 
（例） 
・果樹の収穫機 
・畜舎自動洗浄ロボット 
・いぐさ収穫機 等 

生産者等から寄せられたニーズ 
608件 

異分野の民間企業や研究機関、
大学、学会などから幅広く知
恵を出してもらうとともに、
足らざるシーズの研究に取り
組まれる仕組みが必要ではな
いか 

民間や他の研究プロジェクト
等で取り組まれているもの 
（例） 
・除草ロボット 
・アシストスーツ 
・電動ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚｰﾔｰ 等 

研究プロジェクトと生産者の
要望内容を共有するなど、連
携を強化すべきではないか 

実用化の見極めが困
難なもの 
（例） 
・鳥獣害ロボット 

基礎研究の課題とし
て取り組むなどによ
り実用化を目指すべ
きではないか 

普及性・市場性が低いと
判断されたもの 
（例） 
・高精度代かき均平器 
・小型石礫除去機 
・軟弱野菜調量装置 等 

開発・製造コストを
圧縮することにより
市場性を高めるべき
ではないか 
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（４）市場性・普及性の考え方（イメージ） 

○ 開発機の市場性・普及性を判断するに当たっては、導入コストの面からは生産者が求める機能や効果に見合った
価格で提供されること、また、開発・製造コストの面からはコストに見合った売上が得られることが必要。 

○ その際、メーカーが緊プロ事業への参画を判断する場合、要求されるスペックを満たす機械を開発・製造して最終
的に販売していくことを考えると、採算が合わないものについては参画を躊躇。 

○ その結果、ニーズ・シーズのマッチングは整っているものの開発課題に至らないものも存在。 
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価
格 

価
格 

機能・効果 販売台数 

導入コストの視点 開発・製造コストの視点 

ニーズ調査等に基づき、
求められる機能及び価
格の開発目標を設定 

生産者が求める機能を満たすものを
製造・販売するためには相当数を販
売しないと採算が合わないため、共
同開発への参加を躊躇 

開発目標 
（機能） 

開発目標 
（価格） 

開発目標 
（販売台数） 



○ こうした事態を解消していくためには、開発・製造に係るコストを圧縮することで企業の採算ラインを下げることに
より、メーカーが参画しやすくすることが重要。 

○ そのためには、例えばニンジン収穫機をダイコン収穫機に使えるようにしたり、共通で使える部分を合わせて開
発・製造コストを圧縮することにより、開発コストの低減が図られるような取組を推進していくべきではないか。 

○ 加えて、メーカーがチャレンジしやすい環境を整えることで、今まで手つかずとなっていた野菜や果樹の収穫機な
どの開発が促進されるのではないか。 
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価
格 

販売台数 

生産量が10倍になれば製造コストは半減 

開発・製造コストの視点 

他機種の活用可能な部分を流用す
ることで開発・製造コストを圧縮 

採算ラインを引き下げることで
メーカーがチャレンジしやすい環
境を実現 



○ 近年の緊プロ開発機のうちキャベツ収穫機の例では、 

 ① 走行部など既に開発され他用途に活用されているものを汎用利用することにより、開発・量産化に係るコスト・時
間を抑えるとともに、 

 ② 優れた技術を有する中小企業が研究開発に参画し、技術的な課題を克服 
 してきたところ。 

○ 併せて、産地側も、機械作業に適した栽培・作業体系に変革することで、労働力の観点からボトルネックとなってい
た収穫作業の大幅な効率化が図られ、作付面積が拡大するなどの好循環を生んでいる。 

【事例１】キャベツ収穫機 

走行部など基本部分
を大企業が、刈取部を
中小企業が担当して
共同開発・実用化 

加工業務用需要に対
応し、機上で選別・調
製・コンテナ詰め込み
までを行う 
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収穫機の開発と併せて、産地側
でも栽培様式の標準化を検討 

（５）これまでの緊プロ開発機の評価 



○ これまでは、精度を高めるなど技術的な要請に応えようとするあまり、ユーザーが求める費用対効果を満たせなく
なった事例も存在。 

○ こうした中、緊プロ事業では、平成20年度から、民間企業や大学、生産者や県試験場等が参画したプロジェクト

チームを各課題毎に設置し、研究開発の進捗状況を確認するとともに、開発の方向性等について助言を行ってきた
ところ。 

○ 今後は、開発機の普及を着実なものとする観点から、研究途中の段階で可能な限り幅広いユーザーに実際に
使ってもらって評価を得て、その後の研究に反映させていく必要があるのではないか。 

【事例２】イチゴ収穫ロボット 

研究開発当初（平成18年）

にはロボットが移動して収穫
を行う機構を開発 

収穫精度の向上、防除等
他作業も含めた省力化 

イチゴの栽培ベッドが移動し
てロボットを固定する方式に
変更して開発完了 

11 
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（参考）過去５年間で実用化した緊プロ開発機の普及状況 

※普及台数は製造ベースの台数 
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水田用機械 開発期間 実用化年度 
目標導入台数 
（５年間） 

普及台数 
（H27.4末現在） 

高精度高速施肥機  Ｈ２０～２２ Ｈ２３ 600台 1,216 

小型汎用コンバイン  Ｈ２０～２３ Ｈ２４ 500台 109 

高精度畑用中耕除草機（トラクタ用・乗用管
理機用） 

 Ｈ１８～２０ Ｈ２２ 
目標導入台数は20年度からのため
未設定 

1,535 

高機動型果樹用高所作業台車  Ｈ２０～２２ Ｈ２３ 250台 5 

果樹用農薬飛散制御型防除機  Ｈ１８～２３ Ｈ２４ 
棚用防除機140台 

立木用防除機130台 
11 
6 

たまねぎ調製装置  Ｈ２０～２２ Ｈ２５ 150台（3年間） 10 

イチゴ収穫ﾛﾎﾞｯﾄ  Ｈ１８～２２ Ｈ２６ 
目標導入台数は20年度からのため
未設定 

1 

可変径式TMR成形密封装置  Ｈ２０～２３ Ｈ２５ ３０台 3 

加工・業務用キャベツ収穫機  Ｈ２０～２２ Ｈ２４ 
派生機種のため対応する目標値は
未設定 

29 

高精度てん菜播種機  Ｈ２０～２２ 
求められる機能（発芽率向上につながる畝立て技術）を達成するための構
造を備えた場合、従来播種機より相当高額になることが予想されたため、
実用化は難しいと判断。 

玄米乾燥調製システム  Ｈ２０～２２ 

・高水分のうちから籾すりして、そこから乾燥させると燃料消費を節約
（従来は籾のまま乾燥して、籾すり機で玄米にしていた）。   
 燃油は、２割ぐらいカットできたものの、籾すりした後に乾燥すると食
味が落ちるため、実用化は難しいと判断。 

乗用型ﾄﾗｸﾀｰの片ﾌﾞﾚｰｷ防止装置  Ｈ２３～２５ Ｈ２６ 順次全機種に適応 2,734 

自脱ｺﾝﾊﾞｲﾝの手こぎ部の緊急即時停止装置  Ｈ２３～２５ Ｈ２６ 順次全機種に適応 183 

イチゴﾊﾟｯｸ詰めﾛﾎﾞｯﾄ  Ｈ２３～２５ Ｈ２７ 90台   

ラッカセイ収穫機  Ｈ２３～２５ Ｈ２７ 200台   

高能率水稲等種子消毒装置  Ｈ２３～２５   170台 

現状（試験評価中） ブームスプレーヤのブーム振動制御装置  Ｈ２３～２５   1000台 

微生物環境制御型脱臭システム  Ｈ２３～２５   100箇所 



 
○ 開発された機械が最大限に能力を発揮する観点から、機械の研究開発の開始に先立ち、機械作業に適し
た栽培・作業体系や品種改良などについても検討を進めるべきではないか。 

○ ニーズを満たす機械を開発するには技術的に足らざる部分があった場合、異分野の研究機関や民間企
業、大学、学会などから知恵を出してもらうとともに、足らざるシーズの研究に積極的に取り組む仕組み
が必要ではないか。 

○ 研究が終了して開発機のスペックが固まってから評価を受けるのではなく、研究途中の段階で幅広い
ユーザーの評価を受け、実用化に向けた研究に反映させる仕組みが必要ではないか。 

今後の農業機械開発における課題（今後の論点） 

市
場
規
模 

緊急性・必要性 

民間企業による 
開発・普及 

緊プロ事業による 
開発・実用化 

ニーズが高いものの実
用化されていないもの 

農業機械の開発を進めていく上での課題 

地域の特色ある農業の振興や、多様な栽培
方法に対応する観点から、必要な機械の開
発をどのように促進していくべきか。 

緊プロ事業を進めていく上での課題 

研究開発の進め方について見直すべき点が
あるのではないか。 

民間に委ねつつも、安全性の向上やコスト
低減に向けた取組については、国が関与す
べき分野も存在。 

※ 今後の農業構造の変化を見据え、農業機械の電動化・ロボット化などの革新的な技術の
研究開発や、規格の標準化等をどのような枠組みで進めるべきか。 

※ 需要先である流通・加工業者のニーズをどのように把握・反映していくか。 

※次回以降の分科会で議論 
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平成 ５ ６ ７ ８ ９ 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

緊プロ 
（H5～９） 

21緊プロ 
（H10～14） 

次世代緊プロ 
（H15～19） 

第４次緊プロ 
（H20～） 

・農業経営の大規模化
に対応した土地利用型
作物の省力化 

・野菜・果樹・特用作物
生産の省力化 

・生産性向上と両立す
る環境保全型農業の展
開に資する機械の開発 

＜開発終了後、随時実
用化促進事業に移行＞ 

・機械化が遅れている園芸 

 分野における機械化一 

 貫体系の確立 

・環境と調和した持続的農 

 業の推進 

・中山間地域の農業の労 

 働負担の軽減 

に資する機械の開発 

・農業の構造改革の加
速化 

・安全・安心で高品質
な農畜産物の供給 

・持続的な農業、循環
型社会形成に資する機
械の開発 

・農作業の更なる省力化 

・環境負荷の低減及び生産資材の効率的利用 

・農作業の安全性向上（注：平成23年度に目標に追加） 

に資する機械の開発 

開発期間は原則３カ年 開発期間は原則５カ年 

（参考１） 緊プロ事業の研究開発の変遷 

平成5年に 
農業機械化促進法を

改正 

プロジェクトチームによる進
捗管理の導入 

（代表例） 
・大型汎用コンバイン 
・畦畔草刈機 
・ねぎ収穫機 等 

（代表例） 
・穀物遠赤外線乾燥機 
・高速代かき機 
・中山間地域対応自脱型コンバイン 等 

（代表例） 
・細断型ロールべーラ 
・牛体情報モニタリングシステム 
・乳頭清拭装置 等 

（代表例） 
・高精度高速施肥機 
・小型汎用コンバイン 
・乗用型トラクターの片ブレーキ防止装置 等 
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① 必要性・緊急性 
・ 土地利用型農業の規模拡大、省力化、生産コスト低減などを可能とするもの 

・ 高齢化の進展等に伴い機械化が強く求められるものの、市場が小さく、開発リスクが高いもの 

・ 環境保全、地球温暖化対策、農作業安全など、施策的な必要性から速やかな対応が求められるもの 

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と考えられるもの 

② 革新性 
 ・ 新たな生産体系の構築を可能とするような革新性があるもの 

 ・ 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いる、先進的なもの 

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・普及が見込まれるもの 

（参考２）緊プロ課題選定にあたっての選考過程 

 ・ニーズに対するシーズ提案がなかったもの  ⇒ 引き続きシーズの発掘   

 ・ニーズはないもののシーズ提案があったもの ⇒  提案されたシーズで現場の課題解決につながる 

                                 のか、現場に導入可能な技術となるのか、現場 

                                  ニーズとマッチしているのか引き続き検討                                                                  

YES NO （該当なし） 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

開発課題として選定 

企業の参加
希望の有無 NO 

民間企業や大学等において類似の研究開発が進んでいるものは、技術の特長や研究開発の内容等について引き続
き検討 

解決しなければいけない課題が多いなど、開発期間中に開発終了できるか不明なものは、提案されたシーズで短期
間にどのような機械の開発が可能かなど引き続き検討 

機能、価格等から見て現場への導入可能性があるか等について引き続き調査 

28年度以降の課題候補として引き続き検討 

28年度以降の研究開発課題として調査検討 
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農業経営者、農業者団体、地方自治体等を対象とした機械
開発の要望調査を実施し、生産現場のニーズを把握 （農
林水産省） 

生産現場のニーズ、行政課題、開発の実現可能性等を踏
まえた開発課題・開発目標（案）の検討 （農林水産省関係
課、生研センター担当部） 

開発課題・開発目標（案）についての検討 

（農業資材審議会農業機械化分科会） 

審議会の意見等を踏まえた開発課題（案）について、農業経
営者、農業者団体、地方自治体、農業機械メーカー等を対象
としたアンケート調査を実施し、その結果を課題選定に反映
（農林水産省） 

「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 

（第19回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） 

基本方針の告示 （農林水産省） 課題の決定 

昨年度 今年度 

農業経営者、農業者団体、地方自治体等を対象とした機械
開発の要望調査をホームページ上で実施し、生産現場の
ニーズを把握 （農林水産省）  

ニーズ調査の結果等に対し、農業機械メーカー、研究機関、
大学、異分野の企業等を対象にシーズ調査をホームペー
ジ上で実施（農林水産省） 

生産現場のニーズ、シーズ調査、行政課題等を踏まえた開
発課題の整理 （農林水産省、生研センター担当部） 

開発課題についての検討 

（第1８回農業資材審議会農業機械化分科会） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【25年度までの課題】  ①これまでも生産者に対してニーズ調査をしてきたが、充分拾い切れてなかった 

                ②農業機械のニーズ調査とシーズ調査をまとめて実施したため、ニーズに対するシーズを掴めなかった      

【26年度における主な変更点】 ①生産者のニーズを幅広く把握するため、新たにホームページ上で調査を実施 

                     ②①のニーズ調査結果に対するシーズ調査をホームページ上で実施 

総計６０８件 
（生産者４０３件、都道府県２０５件） 

総計１４１件 
（生産者２５件、都道府県１１６件） 

（参考３）緊プロ事業課題の選定過程の見直し（平成26年度） 

11月28日 

総計２４件 
（研究独法９件、農機メーカー７件、 

大学６件、電機メーカー２社） 

26年 25年 

開発課題に選定されなかっ
たものについては更なる
シーズ調査等により引き続
き検討 

７月 

９月 

10月～11月 

３月４日 

課題選定に関する意見交換会を開催し、シーズ提案者に
よるシーズ内容の説明及び意見交換。その後、意見交換
会出席者を対象としたアンケート調査を実施し、その結果
を課題選定に反映（農林水産省） 
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（参考４） 課題選定に関する意見交換会の実施 

来年度（27年度）から開発する機種の選定にあたり、シーズ技術や技術開発への参加企業の掘り起
こしのため、今回新たな試みとして、提案課題について、研究機関、大学、異業種を含む企業等と意
見交換を実施（平成26年12月16日） 

趣旨 

シーズ調査で提案されたシーズをもとに研究開発に参画する企業の募集と、ニーズに十分に応えるための新たな

募集により、ニーズとシーズのマッチングを促進する。 

参集者 

農業機械メーカー（11社）、産業機械メーカー（５社）、ＩＴ関係メーカー（６社）、大学（農学部、工学部、理学部）、研究

開発機関、農業関係団体、産業機械関係団体など64名が参加（農業以外の企業、大学、研究機関から30名参加） 

内容 

・ニーズ調査の結果概要の報告     ・シーズ提案者によるシーズ内容の説明 

・出席者による意見交換          

・提案されたニーズ・シーズへの関心、参画希望、新たなシーズに関するアンケート 

・今後の実施課題の選定への反映 

（３年間で成果が得られる見込みが立ったものは平成27年度から開始。その他のものは、ニーズの把
握を引き続き検討） 
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（参考５）ニーズ・シーズ調査で提案された課題に関する今後の対応 

平成27年度以降、農業資材審議会にICTやロボット技術等の開発・製造等に関する専門委員が参画し、異分

野が有する先端技術を農業機械に効率的に取り込む手法や、地域の課題解決に向けた農業機械の開発を
地域の中小企業が担う仕組みの構築等について検討する予定 

（例） 
 ・高精度代かき均平機 
 ・スポット散布式防除機 

 ・小型石礫除去機 
 ・軟弱野菜調量装置 
 ・レタス等野菜収穫ロボット 

生研センター 

実施体制を整備した上で研究開発を開始 

（例） 
・中山間地用除草ロボット 
・畜舎自動洗浄ロボット 

・搾乳ロボット 
・鳥獣害対策装置 

28年度以降の課題として 
検討を進めるもの 

シーズが収集できなかったものや 
埋もれたニーズ 

生産者 

ニーズ調査を通じ期待される 
導入コスト等の詳細把握 

メーカー、大学等 

研究開発の目標の検討及び
技術的な課題の抽出 

異分野のメーカー等 

シーズ調査等を通じ課題解 
決に資する技術を収集 

ニーズ調査の実施（農林水産省） 
 ・ これまでの調査で収集できなかった埋もれたニーズを収集 

 ・ 既に提案されたニーズについて、具体的な仕様や期待され
る導入コストを調査 

シーズ調査の実施、地域への情報提供（農林水産省、生研セン
ター等） 
 ・ 収集されたニーズに対応するシーズを収集 

 ・ ニーズ調査の結果を地域の中小企業を含め幅広く情報提供
し、シーズ提案を促進 

ニーズとシーズのマッチング（生研センター等） 
 ・ 全国段階・地域段階ごとに、農業者や地域の中小メーカー、

大学等を対象としたマッチングの場を設定し、課題化を促進 

平成27年３月４日農業機械化分科会提出資料（抜粋） 
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