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１．過去の緊プロ事業の検証 

機械 実用化年度 目標導入台数（ ）数値は、金型契約数量 普及台数（H27.5末現在） 

穀物遠赤外線乾燥機 Ｈ10 (3250) 145,499 

高速代かき機 Ｈ13 (1500) 126,805 

高精度高速施肥機 Ｈ23 600台 1,219 

小型汎用コンバイン 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） Ｈ22 目標台数は20年度からのため未設定 1,535 

① 既に生産システムが確立されており、それを構成する要素技術のグレードアップを図ったもの    

機械 実用化年度 目標導入台数 普及台数（H27.5末現在） 

加工・業務用キャベツ収穫機 Ｈ24 派生機種のため、目標値は未設定 29 

② 開発当時の栽培様式にはうまく組み込めなかったものの、その後の機械の改良や栽培方法の見直し、出荷体系の変化などにより、産地及び 
  流通関係から受け入れられたもの 

機械 実用化年度 目標導入台数 普及台数（H27.5末現在） 

果樹用農薬飛散制御型防除機 Ｈ24 棚用防除機140台／立木用防除機130台 11／6 

③ 既にある要素技術を発展させて開発を進めたものの、現在の生産システムには組み込めていないもの  
  

④ スペック的な開発目標は達成しているものの、結果としてユーザーが求める費用対効果を満たせなかったもの  
  機械 実用化年度 目標導入台数 普及台数（H27.5末現在） 

イチゴ収穫ロボット Ｈ26 目標台数は20年度からのため未設定 1 

高機動型果樹用高所作業台車 Ｈ23 250 5 

たまねぎ調製装置 Ｈ25 150台（3年間） 10 

⑤ 開発中に求められるスペックや費用対効果が満たせないと判断され、実用化に至らなかったもの    
機械 開発期間 判断理由 

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割程度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。 

⑥ 環境保全や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ているもの    
機械 実用化年度 目標導入台数 普及台数（H27.5末現在） 

乗用型ﾄﾗｸﾀｰの片ﾌﾞﾚｰｷ防止装置 Ｈ26 順次全機種に適応 3,125 

自脱ｺﾝﾊﾞｲﾝの手こぎ部の緊急即時停止装置 Ｈ26 順次全機種に適応 270 

⑦ 実用化の可能性や市場性が低いと判断され、また、シーズが見当たらなかったため、選定に至らなかったもの   

里芋収穫・分離機、れんこん収穫機、かんきつの運搬車等 1 



２．産官学の役割分担の考え方 

○ これまでの緊プロ事業の課題選定に当たっては、様々な農業者の要望に応える農業機械を、①３年間で開発・実
用化までもっていくこと②実用化後はメーカーの採算に合う市場規模があること、を重視してきたため、園芸作物や
畜産などにおいて必要性は高いものの技術的なハードルが高いもの等については後回しとなってきた経緯。 

○ このため、実用化・普及に関する目標台数を設定することで目先の成果を追求するのではなく、将来の実用機の
開発に繋がる要素技術の開発にも道を拓くべきではないか。その際、メーカー・ユーザーそれぞれの判断材料とし
て、開発機が実用化された場合に想定される出荷台数（市場規模）や価格等を示すことが適当ではないか。 

○ また、今後は、足らざるシーズの開発も含め、国の研究機関や民間メーカー（異分野の企業を含む）、大学等がそ
れぞれの役割分担の下で、機械化が遅れている分野・作業の機械開発を加速化する必要があるのではないか。 

生産システムが確立されており市場規模も
大きい品目・作業 
（緊プロ検証の①に該当） 

○ 民間企業が中心となって開発・製造・販売を実施。 

○ 生研センターは、企業の求めに応じ、技術的なアドバ
イスを実施。 

生産システムが確立されていない、又は現
在の生産システムの変革が必要な品目・作
業（緊プロ検証の②③④に該当） 

○ 技術会議事務局が行う委託研究プロジェクト等と連携
し、品目ごとに目指すべき所得や作型を検討、品種開
発や栽培技術の改良に加え必要となる農業機械など、
開発要素を特定。 

環境性能や安全性の向上など、全ての機
械が基準をクリアすべきもの 
（緊プロ検証の⑥に該当） 

政策的に誘導が必要な分野については、引き続き緊プロ
事業による開発を推進。 

地域でのニーズ・シーズのマッチングが可能
で実用化が見込まれるもの 
（緊プロ検証の⑦の一部） 

地域レベルでの産学官が連携した農業機械開発・実用化
の仕組みを構築し、迅速な課題解決を促進。 
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３．緊プロ事業と他の研究プロジェクトの連携及び進め方について 

○ 技術会議事務局では、委託プロジェクト研究や平成25年度補正予算事業「攻めの農林水産業の実現に向けた革
新的技術緊急展開事業」等により、様々な品目での新たな栽培体系の構築に係る研究開発・実証を実施中。 

○ 今後の緊プロ事業では、こうした研究プロジェクト等と連携し、プロジェクト全体で達成すべき目標を設定した上で、
それに向けた農業機械等の研究開発を実施することが適当ではないか。 

  その際、栽培体系全体の最適化を図るためにも、機械開発を含めたプロジェクト全体を統括する責任者（PD：
Project Director）が不可欠ではないか。 

委託プロジェクトのフィージビリティスタディ 

緊プロ開始時 

機械開発に係る 
課題を抽出 

農業機械化分科会において課題選定 

これまでのニーズ調査か
ら今後の課題候補を検討 

異分野の企業を含め、広くシーズを募集 
学会を通じたシーズ開発を要請 

委託プロジェクト研究など栽培体系の構築・改革を行うプロジェクト 

緊プロ事業 

3年後 

運営委員会等を通じた 
委託プロジェクトの中での評価 

幅広い産地の農業者、大学、県農試等 

緊プロPTにおける評価 

実用化が見込まれる場
合は、普及段階へ 

実用化の見込みが高い
ものの、さらなる改良が
必要と判断される場合
は、期間を延長 

要素技術の不足等によ
り実用化が見込めない
と判断される場合は、事

業を中止 

審
議
会
に
お
い
て
判
断 

プロジェクト全体を通じた進捗を 
管理する責任者（PD）の存在 

受益者等の拠出金により広くシーズを公募する仕組み 3 

過去の委託プロジェクト研究 革新的技術緊急展開事業などの実証研究 



（参考） 他の研究プロジェクトの事例 
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● 各種現場実証事業 等 

●委託プロジェクトのフィージビリティスタディ 

・水田作経営の所得向上を実現する、園芸作物を含む水田複合経営の策定。各地域でFS（事前調査課題）を実施中 
 

例）北海道 
労働力  構成員３名＋常雇１名 
経営面積 84ha 
作付け  水稲30ha（移植＋直播）、 
     秋小麦29ha、春小17ha、 
     タマネギ6ha、他 

課題：タマネギの省力・多収化 
 
 

 

 

 

例）東海 

労働力  構成員3名＋常雇1名 

経営面積 61ha 

作付け  水稲40ha，小麦15ha,   

     大豆15ha、キャベツ6ha 

課題：キャベツの収穫出荷作業、 

  定植前圃場作業の省力化 

 

 

FS内での新作型・技術課題例 
北海道：稲・麦・大豆体系への水田タマネギの導入。 

春作業競合を回避しうるタマネギ直播技術と、秋作
業競合を回避しうる収穫作業の効率化。 
東海：稲・麦・大豆体系への水田キャベツの導入。 

春作業競合を回避しうるキャベツ定植前圃場作業の
省力化と収穫・出荷作業の効率化。 

定植前ほ場作業： 

畝立て同時施肥（既
に組み込まれてはい
る） 
 
Fsの中で課題を抽出
↓ 

その中で、何か改良
できるところはある
か、効果があるのか。 

全く新しい技術が必
要かということが浮
き出れば機械側にも
協力を求めていく方
針 
 
 

ワイン醸造適性の高い品種の開発、選定や
「仕立て方法」、病害虫防除技術、醸造適性
試験等は研究がスタートしたところ。 
今後、ワイン用ぶどうの本格的生産には、 
収穫機械等の開発が課題。 

【背景・課題】 

 ワインの国内消費量は近年、増加しており、特に日本産ぶどうを原料とする「日本ワイン」は、世界的にも評価が高まっており、
産業競争力会議でも取り上げられる等、注目が高まっている。 

 一方、これまで、ぶどうの生産は生食用が中心だったことから、人手により収穫されるなど機械化がされていない現状。 加工
原料としてのワイン用ぶどうの生産には、省力化による低コスト化が必要なため、収穫機械の導入等機械化を推進する必要。 

生食用で用いられる 
一般的な棚仕立て 

ワインの主産国で多く 
用いられる垣根仕立て 

← ぶどうの着果が側面の
一方向だけなので収穫作
業が容易。 
収穫機が使用できれば 
更なる省力化が実現 

↑  雨が多く湿度が高いと発生しや
すい「べと病」などの防除技術 

↑  品種・酵母・醸造条件によるワインの試験醸造 



４．地域レベルでの取組の促進に向けた仕組みの構築 

○ 市場規模が小さいものの地域農業の振興にとって重要な課題については、都道府県が中心となって管内の中小
企業の活力を引き出し、農業機械の実用化を推進する体制を構築することが適当ではないか。 

○ その際、全国レベルの研究機関・民間企業が技術的なアドバイス・サポートをするとともに、地域での取組の成果
を全国レベルで共有することが、実用化の可能性やスピードを高めるとともに、民間企業の参画を促すことにつなが
るのではないか。 

国レベルの取組 

国 
（審議会） 

研究機関 
（農研機構） 

民間企業 
（大手企業中心） 

課題選定 

共
同
研
究 

都道府県 
（協議会等） 

県農試、 
普及組織等 

民間企業 
（中小企業中心） 

課題選定 

共
同
開
発 

全国レベルのニーズ・シーズ調査結果の提供 
課題選定に当たってのアドバイス 

開発結果の共有 

技術的なアドバイスの提供 

活用可能な技術の提供 

産総研等 
異分野の 
研究機関 

日農工 
日商 等 

地域の取組 

各都道府県の
商工会議所、
地銀 等 

地方大学等 

技術的な課題の共有 

全国展開を図る機会の獲得 5 



（参考） 県農試、地方大学等の取組事例 

【研究グループ】 
埼玉県農林総合研究センター、 
ふかや農協、 
井関農機(株) 

● ネギ平床移植機の開発 

【成果】 
・手植えの２～３倍の能率で苗の植え付けが可能。 
・収量性は手植えと変わらず、溝植え栽培に対して２割増収。 

【研究目的】 

植え溝を作らない現行のネギ平床栽培法は、収量性に優れ
るが、手作業による移植作業、体系化されていない技術など
が課題。このため、移植機を開発して作業の省力・軽労化を
図る。 

事業：先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 〔研究期間〕 
平成16年～18年（３年間） 
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【研究グループ】 
香川県農業試験場、 

香川県西讃農業改良普及センター、
（株）ニシザワ、（株）合田農園、 
（株）和田オートマチックス 

〔研究期間〕 
平成22年～24年（３年間） 

事業：新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 

● 青切り出荷用タマネギの高能率調製装置の開発 

【成果】 

・開発した調製機の導入により、調製作業能率が現状の２．６
倍以上に向上。 

【研究目的】 

暖地のタマネギ産地では、掘取り後の葉切り・根切りが手作
業である。そのため、掘り取り後まもない、未乾燥のタマネギ
の葉と根を全自動で切断する高能率調製装置を開発。 

出荷台数 
658台 
88万 

平成26年4月
から販売 
出荷台数 
約90台 
面積増やす人あり 
作業が楽 
負担が楽 
シングル119万 
ダブル210万 
 

資料：農林水産省HP 

資料：農林水産省HP 資料：香川県農業試験場 


