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［成果情報名］北海道における省力化のための水稲疎植栽培技術 

［要約］北海道における中生品種の移植水稲栽培において慣行栽培と同程度の収量、産米品

質を維持可能な栽植密度は約 15 株/m2（泥炭土以外）または約 18 株/m2（泥炭土）である。

疎植では 2.4 日から 5.2 日の早期移植をすることで標準植と同程度の出穂期となる。

［キーワード］イネ、疎植栽培、タンパク含有率、整粒歩合、未熟粒 

［担当］北海道農業研究センター・水田作研究領域・水田輪作体系グループ 

［代表連絡先］電話 011-857-9254 
［分類］普及成果情報 

［背景・ねらい］ 

本州以南の水稲移植栽培では、省力化技術として疎植栽培が広がりを見せているが、生

育期間が短い北海道では、初期生育を確保し、収量、玄米品質を維持するために密植栽培

が推奨されてきた。しかし近年では、担い手不足に伴う規模拡大などのため、育苗にかか

る労力が確保できないといった問題が生じてきている。このような問題への対策として直

播栽培があるが、専用の機械や新たな技術の習得が必要になる、上川・空知地域では主力

となる中生品種は直播栽培に適さないなどの課題があり、普及は限定的である。一方、移

植機の設定を変えるだけで実行可能な疎植栽培は、移植栽培体系を採る多くの生産者にと

って導入しやすい省力化技術である。そこで、本研究では、北海道において疎植栽培のリ

スクを示したうえで、慣行栽培と同程度の収量、産米品質を維持可能な疎植栽培条件を明

らかにする。

［成果の内容・特徴］ 

１．泥炭土以外では、標準植区（約 22～25 株/m2、株間 12～14cm）に対する疎植区（約 15
～17 株/m2、株間 18～20cm）の減収は認められない（表 1）。泥炭土の疎植区における

収量は標準植区と比較すると低いが、やや疎植区（約 18～20 株/m2、株間 15～17cm）に

おける減収は認められない。

２．標準植区と比較すると、やや疎植区、疎植区のタンパク含有率は同程度であるが、超

疎植区（約 11～12 株/m2、株間 25～28cm）では最大で 0.3 ポイントのタンパクの増加が

みられる（表 1）。疎植区、超疎植区の整粒歩合は、標準植区と比較するとそれぞれ最

大で 2.6 ポイント、7.1 ポイント低下する。  
３．「ななつぼし」中苗において、株あたり植え付け本数を減らすと登熟歩合の低下によ

り減収する年次がある（表 2、2013 年）ため、株あたり植え付け本数の削減は避ける。  
４．登熟期（出穂翌日から収穫）積算気温 900℃以上では一穂籾数 100 粒でも 70％以上の

整粒歩合が得られるが、900℃未満では一穂籾数 70 粒以上で整粒歩合は 70％以下となる

（図 1）。超疎植区の一穂籾数は 70 粒以上となる場合が多く、低温年において整粒歩合

が 70％を下回る危険性がある。  
５．「ななつぼし」、「そらゆき」の成苗、中苗について、栽植密度ごとの推定移植晩限

を表 3 に示す。90％以上の晩限内出穂安全率（移植日から出穂期までに必要な簡易有効

積算気温が出穂晩限までに確保される確率）を得るためには、疎植では標準植と比較し

て 2.4 日から 5.2 日の早期移植が必要となる。  

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：北海道において「ななつぼし」または「そらゆき」を栽培する生産者

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：北海道の水稲栽培地帯において 1000ha 
３．その他：株間は北海道仕様（条間 33cm）の移植機を用いた場合の値である。疎植では、

標準植に比べて約 3 割の育苗箱数削減が可能であり、省力化が図られる。産米品質維持

のため、側条施肥、分げつ期の浅水管理など、分げつ促進のための基本技術を励行する。 
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［具体的データ］
 
 

表 1 疎植栽培時の出穂期、収量、産米品質  

 

 
表 2 年次、株あたり植え付け本数ごとの収量、収

量構成要素  
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図 1 一穂籾数と整粒歩合の関係  

試験地は札幌、美唄、旭川、品種は「ななつぼし」。 
**は直線回帰が 1%水準で有意であることを示す。  
900℃未満は 2015 年札幌のデータ。  

 
 

表 3 晩限内出穂安全率 90%以上となる推定移植晩限  

 
 

                    （林怜史） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（25 補正「革新プロ」) 

研究期間：2013～2016 年度 

試験地
土壌

試験年次
移植時期

品種
育苗様式

栽植密度

標準植 34.1 686 6.71 80.5 11.0

やや疎植 34.6 693 6.75 75.2 17.0

疎植 34.6 720 6.74 78.0 14.5

超疎植 35.5 705 6.94 73.4 19.4

標準植 32.2 564 6.72 79.7 17.3

やや疎植 33.1 578 6.82 77.6 18.4

疎植 33.6 574 6.69 78.5 18.1

超疎植 34.3 555 6.63 79.4 17.3

標準植 32.9 583 6.59 78.5 18.4

やや疎植 32.7 584 6.49 79.6 17.5

疎植 33.5 580 6.69 79.0 18.0

超疎植 34.0 573 6.66 80.8 16.5

標準植 30.2 618 6.84 74.9 22.1

やや疎植 30.2 596 6.71 76.6 20.7

疎植 30.8 583 6.86 75.3 21.0

超疎植 31.0 575 7.02 72.9 22.9

標準植 34.0 582 6.85 77.5 19.6

やや疎植 33.8 571 6.75 78.5 18.5

疎植 35.2 571 6.83 77.2 18.9

超疎植 35.6 566 6.90 74.4 21.0

標準植 32.3 690 7.49 80.6 5.8

やや疎植 33.5 675 7.44 81.9 5.9

疎植 34.7 633 7.61 78.0 10.4

超疎植 33.8 648 7.81 75.4 12.6

標準植 36.5 591 7.72 70.8 17.8

疎植 36.5 633 7.42 71.8 17.6

そらゆき
中苗

ななつぼし
成苗

ななつぼし
中苗

岩見沢市におけるタンパク含有率は白米の値、その他の地点は玄米の値。

標準植区(約22～25株/m2)、やや疎植区(約18～20株/m2)、疎植区(約15～17株/m2)、超

疎植区(約11～12株/m2)
***、*、†、nsはそれぞれ分散分析のP値が0.1%未満、5%未満、10%未満、10%以上であるこ
とを示す。

美唄
泥炭土

2015-2016
5/20-5/23

ななつぼし
中苗

ななつぼし
成苗

出穂期は7月1日を1とした値。

精玄米収量、タンパク含有率、整粒歩合、未熟粒歩合は粒厚1.9mm以上の玄米の値。

旭川
褐色低地土

2016
5/30

札幌は4か年、岩見沢は3か年、美唄は2か年の平均値。旭川は2016年のみの値。

岩見沢
グライ低地土
2014-2016
5/25-5/28

札幌
火山性土

2013-2016
5/19-5/23

ななつぼし
中苗

そらゆき
成苗

ns

ns

ns

ns

† ns

ns

ns

ns

ns

ns

出穂期
精玄米
収量

(kg/10a)

タンパク
含有率

(%)

整粒
歩合
(%)

未熟粒
歩合
(%)

ns † ns ns ns

ns * * ns †

***

ns

ns

ns

ns

ns

ns

†

ns

***

ns

ns

ns

ns

年次
株あたり
植え付け

本数

標準 761 43.2 79.6 22.5

少 695 44.3 70.3 22.7

標準 748 37.3 88.4 22.7

少 745 37.2 88.1 22.8

標準 633 32.1 85.6 23.0

少 635 32.9 83.8 23.1

**、*、†、nsはそれぞれ分散分析のP値が1%未満、5%未
満、10%未満、10%以上であることを示す。

試験地は札幌、品種は「ななつぼし」。

株あたり植え付け本数標準は4.3本/株、少は2.8本/株。
栽植密度4段階の平均値

† ns

精玄米収量、千粒重は粒厚1.9mm以上の玄米の値。

登熟歩合は総籾数に対する精玄米数の割合。

2015 ns ns

†

2014 ns ns ns ns

精玄米
収量

(kg/10a

総籾数

(千粒/m2)

登熟
歩合
(%)

千粒重
(g/千粒)

2013 ** ns *

標準植
やや
疎植

疎植 超疎植 標準植
やや
疎植

疎植 超疎植 標準植
やや
疎植

疎植 超疎植 標準植
やや
疎植

疎植 超疎植

名寄 8月5日 - - - - - - - - - - - - - - - -

士別 8月5日 - - - - - - - - - - - - - - - -

比布 8月7日 5/19 5/19 5/17 5/6 - - - - 5/15 5/7 - - - - - -

東川 8月6日 - - - - - - - - - - - - - - - -

石狩沼田 8月9日 5/24 5/24 5/20 5/16 - - - - 5/19 5/17 5/12 - 5/6 5/6 - -

深川 8月9日 5/29 5/29 5/27 5/23 5/16 5/15 - - 5/25 5/23 5/20 5/16 5/19 5/19 5/16 5/1

滝川 8月10日 5/28 5/28 5/27 5/22 5/3 5/2 - - 5/25 5/23 5/19 5/4 5/13 5/13 5/3 -

美唄 8月14日 6/10 6/10 6/8 6/5 5/30 5/29 5/25 5/23 6/6 6/5 6/4 5/31 6/2 6/2 5/30 5/28

岩見沢 8月15日 6/10 6/10 6/8 6/6 6/1 5/31 5/28 5/23 6/7 6/7 6/5 6/2 6/4 6/4 6/1 5/30

長沼 8月14日 5/30 5/30 5/27 5/13 - - - - 5/19 5/14 5/8 5/1 5/6 5/6 - -

石狩 新篠津 8月12日 5/25 5/25 5/22 5/14 - - - - 5/19 5/16 - - - - - -

0.0 0.0 2.4 8.8 0.0 1.0 4.5 8.0 0.0 2.0 5.2 11.8 0.0 0.0 3.0 9.3

標準植との差は、4栽植密度の移植晩限が存在する地点のみの平均値から算出。

-は、推定移植晩限が4月30日以前となること、または存在しないことを示す。

上川

空知

標準植との差

2015年の水稲作付面積が2000ha以上である市町村に近接したアメダス地点の1981年から2010年の日平均気温を用い、移植翌日から出穂期までに必要な簡易有効
積算気温が出穂晩限までに確保される確率(晩限内出穂安全率)が90%以上となる最も遅い移植日を算出(旭川市は比布または東川を参照)。

出穂晩限は出穂後40日間の積算気温が750℃以上となる最も遅い日。

地域
アメダス

地点
出穂晩限

ななつぼし成苗 ななつぼし中苗 そらゆき成苗 そらゆき中苗
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研究担当者：林怜史、佐々木亮（道総研中央農試）  
発表論文等：林(2017)日作紀、86(2):印刷中  
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［成果情報名］東北・北陸地域に適するタマネギの春まき夏どり作型 

［要約］東北および北陸地域におけるタマネギの春まき夏どり作型の開発により、これら地

域での生産性が慣行の秋まき作型より向上し、端境期出荷も可能となる。公表した栽培マ

ニュアルから、適品種選定等栽培技術情報を入手できる。 

［キーワード］タマネギ、春まき、夏どり、端境期、水田転作 

［担当］東北農業研究センター・畑作園芸研究領域・露地野菜グループ 

［代表連絡先］電話 019-643-3547 

［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

東北・北陸地域では、水田転作品目として機械化体系が適用できるタマネギ栽培が注目

されている。しかし、これらの地域で慣行の秋まき栽培では、越冬時の障害や病害あるい

は融雪時の湿害等によって生産性が不安定となるため、収量も低く栽培面積の拡大には至

っていない。そこで、これまでの技術を見直し、越冬させない春まき夏どりの作型を開発

して生産安定性および収量を向上させるとともに、国産タマネギの流通量の少ない 7、8 月

の端境期出荷を目指す。 
［成果の内容・特徴］ 

１．開発した春まき夏どりの作型は、1 月中旬～2 月中旬に播種後無加温ハウスで育苗、4
月に定植し、7 月上旬～8 月中旬に収穫する（表 1）。本作型の収穫時期は、本州・九州

産と北海道産が流通する間の端境期となる。  
２．秋まき用中生～晩生品種の中から各地域の気象条件にあった適切な品種を選択する。

秋まき用品種では、播種・定植時期が早いほどりん茎重が大きくなり収量が増加する傾

向が強い（図 1）。推奨される播種時期は、北東北では 2 月中旬、南東北および富山で

は 1 月下旬である。早生の品種ほど播種・定植の遅れによる収量低下が著しい。 

３．育苗用培養土に肥効調節型肥料を重量比 2%程度施用することで、育苗期後半の追肥作

業が不要となり、定植後のりん茎重も大きくなる（図 2）。  

４．岩手県および富山県における畑地や水田での現地実証では、収量 4t/10a 以上の事例が

得られている（表 2）。  
５．公表したマニュアルでは、上記のほか、圃場準備、施肥、水分管理、雑草・病害虫管

理、収穫時の取り扱い、内部品質などについて記載されており、ホームページや冊子体

で情報を入手できる。  

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：東北・北陸地域でタマネギを生産しようとする農業者・指導機関等 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：東北・北陸地域および北関東・信越地方

の一部で、2016 年度の栽培実績として約 20ha 作付、今後数年間で 200ha 程度に拡大す

ると見込まれる。 

３．その他： 

 ・本圃での在圃期間が約 3 か月と短く、後作に秋冬野菜等との輪作体系が可能である。

育苗や収穫後の乾燥に水稲育苗ハウスが有効活用でき、排水性の良い水田における転作

品目としても有望である。 

 ・本作型用としては、「ターボ」、「ターザン」、「オーロラ」、「ネオアース」、「も

みじ３号」、「ケルたま」、「マルソー」等、細菌性腐敗病害の発生が少ない品種の実

績がある。  
 ・育苗用培養土への肥効調節型肥料混用の効果は、培養土の肥料成分量や育苗床の温度

条件などにより影響を受けるので注意が必要である。また、本圃では慣行の秋まき作型

と異なり高温多湿期の栽培となるので、細菌性腐敗病害やネギアザミウマなどの病害虫

防除に注意が必要である。それぞれ関係機関の指導を受けることが望ましい。 
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［具体的データ］ 

表1 タマネギの慣行作型と新作型 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

（山崎篤） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（A-STEP、農食事業）、その他外部資金（27 補正「地域戦

略プロ」） 

研究期間：2011～2016 年度 

研究担当者：山崎篤、山崎浩道、片山勝之、横田啓(岩手農研)、福田拓斗(岩手農研)、山

崎紀子(山形庄内産地研)、古野伸典(山形庄内産地研)、西畑秀次(富山農総)、浅井雅美(富

山農総)、三室元気、守川俊幸(富山農総)、前田智雄(弘前大農)、佐藤 喬(岩手二戸農改)、

奥野善久(富山広域普及)、木下貴文、塚崎光、池田裕樹、松尾健太郎、山本岳彦 

図 2 育苗培養土への肥効調節型肥料の 

混用がりん茎重に及ぼす効果（盛岡）  

288 穴トレイ、培養土中窒素:りん酸：カリ=200:1000: 

200mg/L、育苗用微粒被覆肥料 100日溶出タイプ使用 

表 2 現地実証試験の成績（2013～14） 

図 1 播種時期が品種群ごとのりん茎重に 

及ぼす影響（盛岡） 

288穴トレイで育苗、施肥は窒素：りん酸：カリ=15:30:15kg 

/10a、無マルチ栽培（20,800株/10a） 

現地実証の場所 年次   供試品種 播種日 収穫期
商品収量

t/10a
岩手県九戸村 2013 オホーツク222 2月15日 8月上旬 4.1
　　　〃 2014 もみじ3号 2月14日 7月下旬 7.4
　　　〃 2014 オホーツク222 2月14日 7月下旬 6.8
山形県酒田市 2013 もみじ3号 2月15日 7月中旬 3.3
　　　〃 2014 もみじ3号 3月1日 7月下旬 1.3
富山県砺波市 2013 ターザン 1月31日 7月上旬 5.1
　　　〃 2013 もみじ3号 2月1日 7月中旬 4.4
　　　〃 2014 ターザン 1月31日 7月上旬 5.7

作型 地域 2月 3月 7月 9月 12月

春まき（慣行） 北海道 播種

春まき新作型 東北･北陸 播種

東北以南
（主に西南暖地）

秋まき（慣行）

4月 5月 6月

収　　　　穫

1月

定植

10月 11月

定植

収　穫

収　　穫

定植

8月

播　種

富山県以外は無マルチ栽培、2014年の山形県は播種・定植が 20日程度遅れた． 
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発表論文等：農研機構（2016）「東北・北陸地域におけるタマネギの春まき栽培技術 技

術解説編」http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech

-pamph/062843.html（2016 年 5 月 6 日） 
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［成果情報名］排水性を簡便に改良する小型トラクター用穿孔暗渠機カットドレーン mini 

［要約］40 馬力程度の小型トラクターで使える穿孔暗渠機カットドレーン mini は、空洞成

形ユニットにより 30～50cm の深さに 8cm 角の通水空洞を成形できる。また、溝掘りユニ

ットに交換すると幅 10cm・深さ 30cm までに表面排水用の細い明渠を成形できる。 

［キーワード］排水改良、狭小、通水空洞、溝掘りユニット、表面排水、40 馬力 

［担当］農村工学研究部門・農地基盤工学研究領域・水田整備ユニット 

［代表連絡先］029-838-7642 
［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

田畑輪換や畑輪作における畑作物の安定生産には、圃場の排水性を簡便に改善する営農

技術が必要である。これまで農家が使える無資材・迅速な穿孔暗渠機カットドレーンを実

用化しているが（2013 年度主要普及成果情報）、小型トラクターで作業する小規模な圃場、

ハウスや果樹園などの狭小な場所で活躍できるようにカットドレーンに小型化の市場ニー

ズが生まれた。そこで、一般の農家が保有している 40 馬力程度のトラクターに装着できる

カットドレーンの小型機を開発・実用化する。 
 

［成果の内容・特徴］ 

１．小型トラクターで使用する穿孔暗渠機カットドレーン mini は、1 本の切断刃とそれに

接続する空洞成形ユニット或いは溝掘りユニットで構成される（写真 1）。施工方法は、

図 1 に示すように、a.土を切断し、空洞成形ユニットにより切土部を押上げ、その下に

四角形の隙間を作る。b.その横に別の四角形ブロックを切り出し隙間の中に押寄せ、c. 地
表から 30～50cm の任意の深さに空洞上面に攪乱のない 8cm 四方の通水空洞を成形する。

グライ土などの粘土では、空洞を確実に施工でき、豪雨などが発生しても数ヶ月の短期

間で崩落せず、通水空洞を維持している（写真 2）。 
２．カットドレーン mini は、畦を超えて施工機を排水路内に下ろして法面に空洞を貫き、

簡易な暗渠として利用できる。また、圃場の隅に四角形の貯水穴を掘削し、その穴から

穿孔して集水することもできる。さらに、圃場面から挿入し既設暗渠に対する補助暗渠

としても利用できる。  
３．空洞成形ユニットを溝掘ユニット「カットサーフ」に交換することで、幅 10cm・深さ

30cm 程度の表面排水用の細い明渠を掘削できる（写真 1, 図 1-d, 写真 2）。 
４．カットドレーン mini は、同程度の深度に施工できる心土破砕より狭い、小型トラクタ

ーの車幅の 2m 程度で等間隔に施工できる（写真 3）。施工速度は心土破砕と同程度かそ

れ以下の 1～2km/h である。 
５．適用トラクターは、3 点リンク接続できる規格がカテゴリーⅠ以上、主に 40 馬力程度

の 4 輪駆動である。20～30 馬力のトラクターでも施工できるが、軽量で牽引力と 3 点リ

ンクの力が弱いことから、トラクターのフロントと施工機後方のウエイトホルダーにウ

エイトを載せて、トラクターの牽引力を高める必要がある。  
 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：排水不良地域の農家や法人、農業団体や市町村、農機メーカー 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：農家圃場での実証を踏まえて、2016 年末

から販売を開始し、数年内に 100 台の導入を予定している。 

３．適用条件：カットドレーン mini は、重粘土や泥炭土での適用性が高い。黒ボク土では

適用性が低い。また、土性（農学会法）が壌土(L)では耐用期間が短く、砂土(S)と砂壌土

(SL)では使用できない。なお、砂礫に富む圃場や埋木のある圃場では使用できない。  
４．その他：株式会社北海コーキが製造し、農機メーカーにより代理店販売されている。 
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［具体的データ］  

 

 

 

 

 

 

 

           

                      

 

写真 1 施工機の外観 

 

 

 

 

 

 

 
 
a.押上げ隙間の成形  b.横穴成形の過程  c.通水空洞の成形      d.細い明渠の成形   

 

図１ 施工方法の概要 

 

 

 

 

 

 

 
 
   グライ土        灰色低地土      グライ土         溝掘りユニット 

施工直後        施工直後    2ヶ月経過(2016年豪雨後)  カットサーフ使用後 

写真２ 施工後の土壌断面の状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真３ カットドレーン mini と心土破砕での施工間隔の違い 

                    （北川巌） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（27 補正「地域戦略プロ」） 

研究期間：2015～2016 年度 

白黒各 10m 

カットドレーン mini の小
型トラクター装着時  

溝掘りユニットでの施工 空洞成形ユニットでの施工 

2 本の破砕溝の 
列が 5m 程度の 
間隔で施工  

1 本の破砕溝が 
2m 程度の等間隔  
で均一に施工  
間隔で施工  

同程度の深度に施工できる 
心土破砕(2 連式)での施工間隔の状況 カットドレーン mini での施工間隔の状況 

切断刃  

空洞成形ユニット 

カットドレーン mini の施工状況  カットドレーン mini の外観  

カットドレーン mini に 
溝掘りユニット｢カットサーフ｣ 

を装着した時の外観  

溝掘りユニット 
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研究担当者：北川巌、馬場貴士、後藤幸輝（北海コーキ）、塚本康貴（道総研中央農試） 

発表論文等：北川ら「穿孔成形作業機および穿孔成形方法」特許第 6021072 号(2016 年 10
月 14 日) 
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［成果情報名］高糖分高消化性イネ WCS 調製に適する乳酸菌添加剤「畜草 2 号」 

［要約］低温増殖能に優れる畜草 2 号乳酸菌は、高糖分高消化性イネ WCS 中の酵母及びカビ

の増殖を抑制し良質な発酵を促進する。開封後も飼料価値低下や廃棄ロスに繋がる好気的

変敗を抑制する。本乳酸菌による変敗抑制効果は、籾米サイレージにおいても認められる。 

［キーワード］発酵飼料添加用乳酸菌、高糖分高消化性イネ WCS、籾米サイレージ、発酵促

進、好気的変敗抑制 

［担当］畜産研究部門・飼養管理技術研究領域・飼料調製ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8647 

［分類］普及成果情報  

 

［背景・ねらい］ 

高糖分高消化性イネ WCS（ホールクロップサイレージ）を晩秋などの寒冷期に調製した場

合、発酵が緩慢となり、有害微生物の増殖や飼料のエネルギー・栄養価の損失が懸念され

る。また、本発酵飼料を温暖期に調製した場合でも、好気的変敗に関与する酵母やカビが

発酵中に増殖しやすく、開封前後の好気的変敗による飼料価値低下や廃棄ロスが問題とな

る。優れた低温増殖能と抗菌作用のダブル効果を発揮する乳酸菌添加剤の開発により、良

質な発酵飼料の通年調製の達成と発酵飼料開封後の変敗トラブルの抑制を目指す。  

 

［成果の内容・特徴］ 

１．Lactobacillus buchneri IWT192 株（「畜草 2 号」使用株）は、4〜45℃の乳酸桿菌用培

地で増殖する。本特徴は、同種異株 JCM 1115T（基準株）及び SP 株（トウモロコシ添

加用旧市販品「サイロ SP」使用株）や、Lactobacillus plantarum 畜草 1 号株（既存市販

品「畜草 1 号プラス」使用株）では認められない。 

２．晩秋調製の畜草 2 号添加「たちすずか」WCS では、開封直後の乳酸、酢酸及び 1,2-プ

ロパンジオール含量が無添加区やサイロ SP 添加区より有意に高く、低 pH の傾向が認め

られる（表 1）。畜草 2 号添加区では、開封直後の大腸菌群、カビ及び酵母が未検出で

ある（表 2）。畜草 2 号添加区では、開封 5 日後も低 pH と高い乳酸及び酢酸含量が維

持され（表 1）、好気的変敗を誘導する酵母やカビの増加が抑制される（表 2）。開封

後の発酵飼料の発熱も認められない（図 1）。 

３．籾米を破砕後に水分含量約 30%となるように加水調製した「べこごのみ」籾米サイレ

ージにおいて、畜草 2 号添加区では開封後の発熱が認められない（図 2）。  

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：自給飼料の生産・調製を行う農業法人や耕種・畜産農家 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：飼料用稲作付面積（H28 年：41,366ha、

農水省統計）が対象となる。特に、高糖分高消化性飼料用稲品種「たちすずか」（H28

年：約 2,000ha）、「たちあやか」（H28 年：約 100ha）及び「つきすずか」（普及予想

：約 600ha）が主な対象となる。  

３．その他：IWT192 株は、商品名「畜草 2 号」として雪印種苗株式会社より全国発売さ

れている（発売日：2016 年 9 月 1 日）。発酵促進や好気的変敗抑制を目的とする「畜草

2 号」は、高糖分高消化性飼料用稲品種への利用が推奨されるが、穂重型・茎葉型従来

品種へも利用可能である。また、サイレージ調製を温暖期に実施する場合に加えて、晩

秋などの寒冷期に実施する場合にも利用が推奨される。  
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［具体的データ］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

（遠野雅徳） 

図 1 畜草 2 号添加「たちすずか」イネ WCS の
開封後の品温変化  

 
脚注：外気温との温度差は以下のように算出し
た[品温−外気温（約 22℃）]。各処理区の代表例
を示す（広島県三原市集落法人による実証試験、
6 ヶ月間貯蔵、2013 年 10 月−2014 年 4 月）。  

図 2 畜草 2 号添加「べこごのみ」籾米サイレ
ージのΔ温度発生までの到達時間  

 
脚注：開封後 8 日間における外気温との温度差
（Δ温度）は以下のように算出した[品温−外気
温（約 21℃） ]。各処理区の代表例を示す（農
研機構畜産研究部門による実規模フレコンバッ
ク調製、3 ヶ月間貯蔵、2014 年 10 月−2015 年 1
月）。  
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［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（科研費） 

研究期間：2013～2016 年度 

研究担当者：遠野雅徳、井上秀彦、川出哲生、小林寿美、宮地慎、野中和久、福馬敬紘（広

島総研畜技セ）、河野幸雄（広島総研畜技セ）、本間満（雪印種苗）、北村亨（雪印種苗） 

発表論文等： 

1)遠野ら「新規飼料添加用乳酸菌」特願 2015-256307 (2015 年 12 月 28 日) 

2)遠野ら「新規飼料添加用乳酸菌」特願 2016-226916 (2016 年 11 月 22 日) 

3)遠野(2016)平成 28 年度自給飼料利用研究会資料、56-64 

4)河野(2016)平成 28 年度自給飼料利用研究会資料、65-69 
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［成果情報名］ソルガム新品種「涼風」および「峰風」を活用した 2 つの新たな飼料作物作付体系 

［要約］ソルガム新品種「涼風」を活用した獣害を軽減しつつ高栄養粗飼料を周年的に生産

する年 3 回刈り栽培、並びにソルガム新品種「峰風」を活用した従来の作付体系との作期

分散が可能なトウモロコシ・ソルガム混播 2 回刈り栽培の 2 つの作付体系を開発する。  
［キーワード］獣害、スーダン型ソルガム、トウモロコシ・ソルガム混播栽培 

［担当］畜産研究部門・飼料作物研究領域・栽培技術ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8647 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

我が国本州以南の水田転換畑における飼料作物作付体系としては、夏作トウモロコシ

（Zea mays L.）と冬作のイタリアンライグラス（Lolium multiflorum Lam.）等を組み合わせ

る二毛作体系が中心となっている。しかし、近年、中山間地等においてはクマによる獣害

の発生等からトウモロコシの作付けが敬遠される場合が生じている。また、コントラクタ

ー等による大規模な飼料作付けにおいては、基幹となる作付体系だけではなく、異なる作

期の作付体系を組み合わせ、作期の分散を図ることが重要となる。このため、本研究では、

長野県畜産試験場により育成されたスーダン型ソルガム（ Sorghum bicolor Moench × 
Sorghum sudanense [Piper] Stapf.）新品種「涼風」および「峰風」を活用することで、主に

関東甲信越地域を対象とし、従来の作付体系を補完する新たな作付体系を開発する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．高消化性遺伝子を有するソルガム新品種「涼風」とイタリアンライグラスを組み合わ

せることで、獣害を軽減しつつ、高栄養の飼料を周年的に生産する年 3 回刈り栽培が可

能になる（図 1）。この作付体系により、高標高地や積雪地では従来の獣害軽減型の作

付け（ソルゴー型ソルガム年 1 作）に比較し、年間合計 TDN 収量が増加する（図 2）。 
２．ソルガム「涼風」を用いた年 3 回刈り栽培は牧草用の収穫機械のみで収穫可能であり、

機械費が低減できるため、飼料作面積 17～20ha のモデル経営での試算では、飼料作面積

の約半分で年 3 回刈り栽培を行う場合、経営全体での TDN1kg 当たり生産費の平均値（77
円/kgTDN）はトウモロコシ主体の場合（91 円/kgTDN）に比較し、約 15%低い。  

３．再生力に優れ多収となるスーダン型ソルガム新品種「峰風」とトウモロコシ極早生品

種を組み合わせ、4 月中旬までに播種することで、1 番刈りを 8 月上旬、2 番刈りを 10
月下旬～11 月下旬に行う混播 2 回刈り栽培が可能となる（図 1）。  

４．ソルガム「峰風」を用いた混播 2 回刈り栽培の年間合計 TDN 収量は慣行二毛作よりも

やや高いものの、従来の混播用ソルガム品種「FS501」とトウモロコシとの混播 2 回刈り

栽培よりやや低い（図 3）。しかしながら、従来の混播 2 回刈り栽培や二毛作トウモロ

コシよりも 2 週間以上早く収穫可能なため、作期分散技術として活用できる。  
５．開発された両作付体系の関東甲信越地域における導入適地は、ソルガム「涼風」を用

いた年 3 回刈り栽培では低標高地から高標高地までの広い範囲となるが、ソルガム「峰

風」を用いた混播 2 回刈り栽培の導入適地は主に関東中部以南の低標高地である（図 4）。 
 
［普及のための参考情報］ 
１．普及対象：飼料生産コントラクター、畜産農家  
２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：クマ等の獣害によりトウモロコシの作付

けが困難となっている地域など、関東甲信越地域で両品種合わせて 150ha。  
３．その他：本成果の詳細は「スーダン型ソルガム新品種「涼風」および「峰風」を活用

した粗飼料生産マニュアル（関東甲信越地域向け）＜2016 年度版＞」として公開してお

り、ダウンロード可能。ソルガム「涼風」の種子は主要な種苗会社より市販されており

入手可能であるが、「峰風」の種子は平成 31 年度より市販開始予定。  
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［具体的データ］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 獣害軽減型の従来作付け（ソルゴー型ソルガム年 1 作）と「涼風」を用いた

年 3 回刈り栽培の年間合計 TDN 収量の比較（2013～2015 年の 3 か年平均）． 

図１ 開発した作付体系と従来型作付体系の作期の比較. 

図３ 慣行二毛作、「峰風」を用いた混播 2 回刈り栽培（峰風混播）、および従来の

ソルガム品種「FS501」を用いた混播 2 回刈り栽培（従来混播）の年間合計 TDN
収量の比較（2014～2015 年の 2 か年平均）．  
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［その他］ 

予算区分：競争的資金（農食事業） 

研究期間：2013～2015 年度 

研究担当者：菅野勉、森田聡一郎、千田雅之、西村和志、浅井貴之（長野畜試）、後藤和

美（長野畜試）、清沢敦志（長野畜試）、横澤将美（群馬畜試）、平尾賢一（新潟農総研

畜研セ）、折原健太郎（神奈川畜技セ）、菅原徹（茨城畜セ）、本谷直（茨城畜セ）、酒

向奈都美（栃木畜酪研） 

発表論文等： 

1)浅井ら(2015)日草誌、61(3):184-193 
2)折原ら(2015)日草誌、61(3):194-201 
3)農研機構(2016)「スーダン型ソルガム新品種「涼風」および「峰風」を活用した粗飼料生

産マニュアル（関東甲信越地域向け）＜2016 年度版＞」  
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/ pub2016_or_later/pamphlet/tech-pamph/ 
072075.html （ 2016 年 10 月 25 日）  

図４ ｢涼風｣を用いた年 3 回刈り栽培（左図 A）、および「峰風」を用いた  
混播 2 回刈り栽培（右図 B）の導入適地. 

（A） （B） 

適地判定 凡例 4月1日-10月31日の
10℃基準有効積算温度（℃）

非農耕地 ■

栽培不適地 ■ 1,950℃未満

栽培適地
■ 1,950-2,030℃

■ 2,030℃以上

適地判定 凡例 5月21日-9月30日の
15℃基準有効積算温度（℃）

非農耕地 ■

栽培不適地 ■ 670℃未満

栽培適地

■ 670-800℃

■ 800-1,128℃

■ 1,128℃以上
「涼風」を用いた年3回刈り栽培は可能な
ものの、群馬県前橋市での試験データよ
りソルゴー型ソルガム年1作の方が多収
になることが予想される地域

「涼風」2回刈り栽培の導入の可否より判定．
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［成果情報名］雇用型経営における従業員の作業遂行マネジメント能力育成のポイント 

［要約］雇用型経営において、作業の進捗管理や業務改善などの作業遂行マネジメント能力

を有する現場リーダーの育成には、従業員参加と情報共有の推進、個人目標に対する PDCA
サイクルの推進、早期の権限移譲、定期的なフィードバックの 4 つの取組が有効である。 

［キーワード］雇用型経営、作業遂行マネジメント、現場リーダー、情報共有、権限移譲 

［担当］北海道農業研究センター・水田作研究領域・経営評価グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8874 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

家族以外の人を従業員として雇用する雇用型経営においては、経営規模の拡大に伴って

組織の階層化が進む傾向にある。そこでは、経営者がすべての意思決定に関与することは

困難なことから、状況に応じた作業指示や要員配置といった進捗管理、および作業遂行に

関わる問題発見と業務改善などの「作業遂行マネジメント」を従業員が担うことが求めら

れている。しかし、雇用型経営の多くは本格的な組織運営の歴史が浅く、このような作業

遂行マネジメント能力を有する現場リーダーの育成に関し、試行錯誤の段階にある。そこ

で、意識的に当該能力の向上に取り組み、複数の社員に作業の進捗管理を任せている成功

事例に注目して、それら事例間で共通する取組内容を能力育成のポイントとして抽出する。 
 

［成果の内容・特徴］ 

１．成功事例では、作業遂行マネジメントを作業別やエリア別等の複数の責任者が担って

いる（図 1）。事例間で共通する能力養成に向けた取組は、1）従業員参加と情報共有の

推進、2）個人目標に対する PDCA サイクルの推進、3）早期の権限移譲、4）定期的なフ

ィードバック（業績評価に関する面談）、の 4 つである。 
２．「従業員参加と情報共有の推進」は、農場運営に対する従業員の関心と関与を高め、

作業遂行に関わる問題発見と業務改善に寄与する。「個人目標に対する PDCA サイクル

の推進」は、個人目標の設定→行動→成否の検証→達成に向けた改善策の検討という

PDCA サイクルを回すことを従業員に課すことであり、これにより作業遂行マネジメン

トで必要とされる PDCA サイクル的思考を従業員に浸透させる。  
３．状況を踏まえた判断が求められる作業指示のような職務遂行能力の習得には、経験学

習が有効であり、作業者としては必ずしも一人前ではなくても、「早期の権限移譲」を

進めることで、作業遂行マネジメント能力の早期習得につながる。「定期的なフィード

バック」は、責任者としての評価や今後伸ばすべき職務遂行能力を定期的に伝えること

であり、職務上の行動内容の修正やモチベーションの向上に寄与する。  
４．従業員の作業遂行マネジメント能力が養成されたことで、問題発見の迅速化と業務改

善の進展に伴う収量品質の向上や作業時間の減少、作業遂行を従業員に任せることによ

る経営者層の販売業務や対外業務の充実などの効果が見られる（図 2）。  
５．経営者層が、これら 4 つのポイントに農場で取り組むことを支援するために、各成功

事例の具体的取組内容を記載したパンフレットを作成している（図 3）。  
 
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：売上高 1 億円以上など組織の階層化が進む雇用型経営 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：本パンフレットは「農の雇用事業」に採

択された農業法人向けの研修資料として活用される（約 3,000 経営体）。また、本研究

の成果は、（一財）日本 GAP 協会作成の「JGAP Advance2016」の基準書（認証審査

のためのチェックリスト）において、人材育成に関する審査チェック項目として採用さ

れており、「JGAP Advance」認証取得経営体においても、本成果が活用される。 
３．その他：パンフレットは http://fmrp.dc.affrc.go.jp/にて公開予定（2017 年 4 月上旬）。 
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［具体的データ］ 

 

             

   

 

（田口光弘、若林勝史）  

 

一般従業員

日常作業の遂行
（栽培管理、機
械操作など）

作業・エリア別
等の責任者（現
場リーダー）

作業遂行マネジ
メント：作業の
進捗管理、業務
改善等

営農部長等の部
門別責任者

作付計画を含む
生産管理全般、
労働安全管理な
ど

経営者層

事業内容や設備
投資の決定、対
外業務、財務管
理、人事労務管
理など

1．従業員参加
と情報共有の推
進

2．個人目標に
対するPDCAサイ
クルの推進

3．早期の権限
移譲

4．定期的なフ
ィードバック

1．農場運営に
対する関心・関
与の向上

2．PDCAサイク
ル的思考の浸透

3．早期の経験
学習

4．行動内容の
修正、モチベー
ション向上

現場リーダーに
よる

・進捗管理

・問題発見

・業務改善

の進展

・収量品質の向
上

・作業時間の減
少

・経営者層の販
売業務や対外業
務の充実

図 2 作業遂行マネジメント能力育成の 4 つのポイントと育成の効果 

4 つのポイント ポイントの効果 人材育成の効果 作業遂行マネジメン

ト能力の向上 

図 1 雇用型経営における営農部門キャリアパスの例 

パンフレットの構成 

1．農業法人における雇用労働力の実態と人材育成課題 

2．現場リーダーの作業遂行マネジメント能力育成のポイント 

3．人材育成事例の紹介 

1）有限会社 山波農場（新潟県、水田作） 

2）有限会社 ティーエム（長野県、水田作） 

3）有限会社 だんだんファーム掛合（島根県、施設野菜作） 

4）株式会社 鈴生（静岡県、露地野菜作） 

 

※農研機構マネジメント技術プロジェクトの web サイト

http://fmrp.dc.affrc.go.jp/にて公開予定 

図 3 取組支援に向けたパンフレットの構成 
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［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（科研費） 

研究期間：2011～2016 年度 

研究担当者：田口光弘、若林勝史、澤田守 

発表論文等：田口ら(2016）フードシステム研究、23(3):253-258 

18



［成果情報名］イアコーンサイレージ生産・利用技術マニュアル第 2 版 

［要約］イアコーン（トウモロコシ雌穂）サイレージの生産利用技術についてわかりやすく

解説したマニュアルである。第 1 版の内容に、耕畜連携による生産利用体系事例や肉用牛

の給与メニュー例を追加し、畜産、畑作いずれの生産者が導入する場合にも活用できる。 

［キーワード］トウモロコシ、イアコーンサイレージ、乳牛、肉用牛、耕畜連携 

［担当］北海道農業研究センター・酪農研究領域・自給飼料生産・利用グループ 

［代表連絡先］電話 011-857-9263 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

飼料用トウモロコシの雌穂を収穫調製したイアコーンサイレージは、栄養価が高く、低

コストで生産できる国産濃厚飼料として生産および利用の一層の普及拡大が期待されてい

る。イアコーンサイレージは泌乳牛のみならず肉用牛に対する給与利用への関心が高く、

さらに、畑作経営が輪作作物の一つとして導入したいとの希望もあり、手引きとなる参考

資料作成の要望が高まっている。2013 年作成のイアコーンサイレージ生産・利用マニュア

ル第 1 版は、イアコーンサイレージの大規模収穫・調製技術を中心に、栽培法や飼料特性

や乳牛への給与技術について解説したものであるが、これに、2013 年以降に実施した生産

利用技術に関する現地実証試験の成果を加え、イアコーンサイレージの栽培～収穫調製～

乳肉用牛への給与技術等をより多くの関係者にわかりやすく提示する目的で「イアコーン

サイレージ生産・利用技術マニュアル第 2 版」を作成する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．本技術マニュアル（図 1）は、北海道内の試験研究機関および複数の地域で取り組ん

だ現地実証試験データ等に基づき、イアコーンサイレージの生産利用に関する技術情報

をとりまとめたものであり、1.イアコーンサイレージとは、2.イアコーンサイレージの作

り方、3.イアコーンサイレージの使い方、の 3 部構成としている。  
２．第 1 版では、トウモロコシ雌穂の利用部位と名称ならびに栄養価（TDN 含量）につい

ては海外の文献から引用したが、第 2 版では、植物体全体を利用するホールクロップサ

イレージを含め、トウモロコシの利用部位による調製した飼料の一般名称と収穫調製機

械を示すとともに、北海道で生産したイアコーンについて動物試験で査定した TDN 含量

を明記した。 

３．第 2 版では、イアコーンサイレージの作り方に「5）輪作への導入」の項を追加し、収

穫後の残さの処理方法、残さの鋤込みによる畑土壌中の気相割合の増加（図 2）を示し、

土壌物理性の改善効果例として解説している。 

４．泌乳牛への給与効果として、給与飼料中に含まれる圧片トウモロコシの代替としてイ

アコーンサイレージを給与することで、甘い香りに寄与するラクトン類の乳中含量が高

まること（図 3）を示している。 

５．肉用牛肥育での給与例として、イアコーンサイレージを給与して配合飼料を節減する

飼料メニューにより、慣行飼料と肉質は同等で、増体重が優れる（図 4）ことも提示し

ている。さらに、実証試験に基づく生産コストの試算例として、道内での TMR センター

利用型で 50 円/kgTDN，耕畜連携型で 51 円/kgTDN を示している。  
 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：イアコーンサイレージ生産利用技術導入に関心のある生産者、農業生産法

人、普及指導機関 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：北海道内を中心とした全国で約 500ha 
３．その他：マニュアル冊子体は農協・普及センターおよび研究所に配布予定。今後、北

海道農業研究センターホームページにおいて公開を予定している。  
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［具体的データ］ 

 
（根本英子、青木康浩）  

 

［その他］ 
予算区分：交付金、その他外部資金（25 補正「革新プロ」、27 補正「地域戦略プロ」） 

研究期間：2010～2016 年度 

研究担当者：根本英子、大下友子、上田靖子、青木康浩、岩渕慶（ホクレン）、渡部敢（道

総研畜試）、浅田正嗣（家畜改良センター）、久保田哲史 
発表論文等： 
1)上田ら  (2014) 日畜会報、 85(3):301-307 
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対照区：1.15
試験区：1.24 （P<0.05）

図 3 乳中ラクトン含量の例 
飼料 C:飼料中の圧片トウモロコシ（FC）10%

（乾物中），飼料 M：C の一部をイアコーン

サイレージに置き換え,飼料 E:C の全部を

置き換え。異符号間に有意差あり（P<0.05）。 

乳
中
ラ
ク
ト
ン
類
（
内
標
準
に
対
す
る
割
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%
）  

図 4 乳用種去勢肥育牛の体重の推移 
肥育期間：７～20 か月齢。対照区：配合飼料 85%（乾

物比）わら類 11%、トウモロコシホールクロップサイ

レージ 4％を給与。試験区：配合飼料 47%、イアコー

ンサイレージ 36%、わら類 12%、大豆粕 5%を給与。 

図 1 「イアコーンサイレージ生産･

利用技術マニュアル第 2 版」表紙 

図 2 収穫残さをディスクハローで処理した時の土壌

（深さ 12.5cm）における三相分布の推移  

WCS：ホールクロップサイレージ収穫残さ鋤込み区， 

ECS：イアコーンサイレージ収穫残さ鋤込み区。 
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2)Nemoto E. (2017) JARQ 、印刷中  
3)農研機構 (2017)「イアコーンサイレージ生産･利用マニュアル第 2 版」

https://cms.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/files/earcornmanual_ver2.pdf
（2017 年 4 月 3 日）  
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［成果情報名］トウモロコシ子実主体サイレージ（HMSC および CCM）の生産利用技術 

［要約］普通コンバインで収穫したトウモロコシ子実や芯入り子実を粉砕密封すると良質な

ハイモイスチャーシェルドコーン（HMSC）やコーンコブミックス（CCM）が調製できる。

TDN 含量はそれぞれ 93、87%で、イアコーンサイレージより 14、8 ポイント高い。 

［キーワード］ハイモスチャーシェルドコーン、コーンコブミックス、栄養価、普通コンバイ

ン 
［担当］北海道農業研究センター・酪農研究領域・自給飼料生産・利用グループ 

［代表連絡先］電話 011-857-9263 
［分類］普及成果情報 

［背景・ねらい］ 

飼料用トウモロコシの雌穂を収穫調製するイアコーンサイレージ（ECS）の生産利用技

術が道内を中心に普及しつつある。ECS は輸入濃厚飼料の代替として乳肉用牛へ利用でき

るものの、輸入トウモロコシに比べ栄養価が低く、家畜生産性の維持と飼料自給率向上の

両立には、より高栄養の濃厚飼料資源の確保が求められている。また、ECS の収穫に用い

る自走式フォレージハーベスタは畜産関係のコンタラクタ組織が所有する場合が多く、耕

種農家が生産に取り組む場合、作業委託経費が発生する。一方、小麦収穫に利用される普

通コンバインを用いてトウモロコシ子実あるいは芯入り子実を収穫し、ECS 同様未乾燥で

サイレージとして調製できれば、ECS よりも高栄養な濃厚飼料が低コストで生産できる。

そこで、実証現地における普通コンバインとフレキシブルコンテナを利用したトウモロコ

シ子実主体サイレージの収穫調製作業の作業能率を明らかにするとともに、ハイモイスチ

ャーシェルドコーン（HMSC）の乳生産性に対する効果並びにコーンコブミックス（CCM）

の収量性と飼料特性を明らかにし、ECS よりも高栄養な濃厚飼料の生産利用技術を提示す

る。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．完熟期のトウモロコシ子実または子実と芯をスナッパヘッド（雌穂収穫専用コーンヘ

ッダ）装着の普通コンバインで収穫し、ハンマーミル型粉砕機（10mm メッシュ）で粉

砕後、フレキシブルコンテナ（フレコン）バッグに密封梱包することで HMSC または

CCM が調製でき、その作業能率は収穫作業で 0.6ha/h、調製作業は 4.8t/h となる（図 1）。 
２．フレコンバックに密封梱包した HMSC、CCM のいずれも pH が 4.0 前後で、乳酸発酵

したエタノールを含む良質なサイレージである（表 1）。  
３．同一圃場で生産した HMSC および CCM は、ECS よりも乾物（DM）やデンプン含量が

高く、繊維含量が低い。可消化養分総量（TDN）含量（1 飼料に羊 4～6 頭を配した 4 回

の消化試験で査定）は、ECS（DM 中 79.0%）に比べ HMSC（93.2%）で 14.2 ポイント、

CCM（87.3%）で 8.3 ポイント高い。DM 収量は ECS に対して HMSC で約 8 割、CCM で

約 9 割となり、TDN 収量はいずれの飼料もほぼ同じとなる（図 2）。 
４．粗飼料を牧草サイレージとして同一圃場で生産した ECS、HMSC および乾燥子実を混

合調製した飼料（粗濃比約 60：40）を泌乳牛（平均乳量 35.5kg）に給与しても、乳量、

乳成分に有意な差は認められない（表 2）。  
５．以上のように、トウモロコシ子実主体サイレージは、普通コンバイン、粉砕機、フレ

コン体系で収穫調製できる。また、HMSC、CCM はいずれも ECS よりも高栄養であるた

め、自給濃厚飼料として輸入トウモロコシの代替利用が可能である。 
 

［普及のための参考情報］ 
１．普及対象：濃厚飼料向けトウモロコシの生産に関心のある普通コンバインを所有する

大規模畑作経営および自給濃厚飼料利用の意向を持つ畜産農家。  
２．普及予定地域・普及予定面積：道内の大規模畑作地帯・300ha 
３．その他：本成果は、美瑛町および北農研（札幌市）での試験から得られた成績である。 
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図 1 収穫調製作業の手順 
注：平均値は北農研と実証地、計 4 回の試験の平均値。圃場面積は 1
試験当たり 0.5～0.7ha。芯の混入程度はコンバインの設定により変更

（対象家畜など用途に応じて HMSC または CCM が選択可能）。 

表 1 HMSC と CCM の発酵品質 

HMSC（ハイモイスチャーシェルドコーン）：飼料

用トウモロコシの子実を材料とするサイレージ。

CCM（コーンコブミックス）：子実と芯を材料とす

るサイレージ。VBN/TN：総窒素中の揮発性塩

基態窒素の割合。いずれも有意差なし（P≧

0.05） 

 ［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 （青木康浩） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（25 補正「革新プロ」、27 補正「地域戦略プロ」） 

研究期間：2010～2016 年度 

研究担当者：青木康浩、根本英子、上田靖子、青木真理、滑川拓朗（家畜改良センター）、

多田慎吾、大下友子 

発表論文等： 

1)大下ら(2016)日畜会報、87(2):125-131 
2)青木ら(2016)日草誌、62(3):146-151 

収穫
普通コンバイン
・１人

運搬・排出
トラック
・2人

粉砕（投入）
ホイルローダ
・１人

粉砕（充填）
粉砕機
・４人

移動
フォークリフト
・１人

脱気・密封
集塵機
・２人

収穫作業 調製作業

平均 0.6 ha/h 平均 4.8 t/h

HMSC CCM

pH 4.03 4.04

VBN/TN(%) 2.58 3.23

乳酸（新鮮物中%） 1.02 1.33

酢酸（新鮮物中%） 0.25 0.28

エタノール（新鮮物中%） 0.32 0.15

ECS 区、HMSC 区、乾燥子実区の飼料構成（乾物比%）：出穂

期刈ペレニアルライグラス主体１番草サイレージ（DM 中粗蛋白

質（CP）含量 15.3、aNDFom53.9、TDN66.1%）58.4、63.3、63.5
；配合飼料 19.2、17.0、16.9；大豆粕 3.8、3.6、3.4；ナタネ粕

3.7、3.6、3.3；この他にそれぞれ ECS14.9、HMSC 12.5 または乾

燥子実 12.9%を含む。飼料中 DM、CP 含量：67.9～69.0、15.9
～16.0%、TDN 設計値：72%。泌乳牛 2 頭を 1 群とする 3×3 ラ

テン方格法による結果、いずれも有意差なし（P≧0.05）。DMI：
乾物摂取量、FCM：脂肪補正乳量（4%）。 

表 2 ECS、HMSC および乾燥子実を含む飼料を

給与した泌乳牛の飼養成績 

ECS区 HMSC区 乾燥子実区

DMI（kg/日） 24.5 24.4 25.0
乳量（kg/日） 35.6 35.5 35.2
乳脂肪率（%） 4.10 4.08 4.27
FCM量（kg/日） 36.1 36.1 36.7
乳蛋白質率（%） 3.65 3.74 3.77
乳糖率（%） 4.60 4.58 4.54

図 2 ECS、CCM および HMSC の収量性 
ECS（イアコーンサイレージ）：飼料用トウモロコシの子実、

芯、苞葉を材料とするサイレージ。値は ECS 収量に対する

相対値を示す。 

1.00 1.00

0.91

1.00

0.84

0.99

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

DM収量 TDN収量

相
対

値

ECS CCM HMSC
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［成果情報名］防草性に優れた太陽光反射率の高い丈夫な白黒マルチシート 

［要約］開発した白黒マルチシートは、防草性に優れ、太陽光反射率が高く、既製品よりも

安価で引き裂き強度が高い。透湿性の異なる、微細な穴があいているマルチシートと穴の

あいていないマルチシートがあり、産地の栽培条件に応じ使い分けることができる。 

［キーワード］マルチシート、防草性、透湿性、反射率、低コスト 

［担当］西日本農業研究センター・傾斜地園芸研究領域・カンキツ生産グループ 

［代表連絡先］電話 0877-62-0800 

［分類］普及成果情報 

［背景・ねらい］ 

カンキツ栽培では、高品質果実生産のためにシートマルチ栽培が広く普及しており、生

産現場で重要な資材となっている。西日本農業研究センターでは、高品質カンキツ果実を

生産するために、周年マルチ点滴かん水同時施肥法（マルドリ方式）の普及を進めており、

マルチシートは点滴かん水システムとならんで重要な構成資材である。マルドリ方式栽培

は周年マルチ敷設を基本とするため、マルチシートには優れた防草性や耐久性が要求され

る。同時に果実の高品質化を進めるため、シート表面からの反射光により樹内部の光環境

を改善する必要がある。しかし、既存製品でこれらの条件を満たす製品は極めて少なく、

また導入コストが高いことから、生産現場からは安価な資材が求められている。そこで、

これらの要望に対応した反射性白黒マルチシートを開発した。 

［成果の内容・特徴］ 

１．開発した白黒マルチシート（図 1）は、表面が白色のコーティングで、裏面は黒色の

コーティングがなされており、両面を栽培条件に応じて使用できる。白色部分を表側に

して圃場に敷設した場合、既製品の反射マルチシートと同程度の太陽光反射率を示す（図

2）。  

２．白黒マルチシートには微細な穴のあいている（穴有）シートと穴のない（穴無）シー

トの 2 仕様があり、穴有シートは、過剰な土壌水分を蒸散させる必要がある園地で使用

できる。穴無シートは、雨水を透過しないため、長期間使用する際はシート下にかん水

チューブを敷設し、適切な水管理を行う必要がある。  

３．白黒マルチシートの引き裂き強度は、穴有、穴無シートいずれも既製品より引き裂き

強度が強く、耐久性が高い（図 3）。  

４．白黒マルチシートを敷設した園地では、穴の有無に関わらず草の発生が抑制され、顕

著な防草効果を示す（図 4）。クマザサ等のササ属の雑草が繁茂する園地においても防

草効果が高い。  

５．開発した白黒マルチシートの価格は既製品よりも 10～20％安価である。  

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：カンキツ類を中心とした永年性の園芸作物生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国の永年性の園芸作物生産地 

３．価格：100 円/ｍ２（2016 年テスト販売時の参考価格） 
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［具体的データ］ 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （國賀武） 

  

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（25 補正「革新プロ」) 

研究期間：2008～2016 年度 

研究担当者：國賀武、竹内新二（中国紙工業）、星典宏、根角博久、喜多正幸 

発表論文等： 

0 0.5 1 1.5

穴有・裏面/黒

穴無・裏面/黒

穴有・表面/白

穴無・表面/白

既製品A・ハードタイプ

対照(被覆無)

草生量(kg/m2)

白黒

マルチ

シート

図２ 白黒マルチシートの波長別太陽光反射率 

（西日本農研センター四国研究拠点での秋期

太陽南中時の値、英弘精機分光放射計 MS720 によ

るシート表面から地上 1m における測定) 

図４  白黒マルチシート被覆１年後の草生量 

（西日本農研センター四国研究拠点で

の 2015 年 3～ 10 月の試験、草生は主

にクマザサ）  

図１ 開発した白黒マルチシート 

   (穴無シート) 

穴無シートの仕様 

1.5m 100m 巻       約 17 ㎏ 

2.0m（片開き品） 50m 巻 約 12 ㎏ 

3.0m（片開き品） 50m 巻  約 17 ㎏ 

図３  白黒マルチシートの引き裂き強度  

（島津オートグラフ AGS-X シリー

ズ卓上形精密万能試験機による

50mm 試料実測値） 
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1) 國賀ら(2013)近畿中国四国農業研究、22:17-20 

2) 國賀ら(2016)農業生産技術管理学会雑誌、23(1):9-14 
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［成果情報名］低コストで高強度な建設足場資材を利用した園芸ハウスの寒冷地への適用 

［要約］建設足場資材利用園芸ハウスは低コストであり、積雪を考慮して屋根勾配を 20 度以

上とした構造とすることで、滑雪性が高まり積雪による倒壊を回避できる。さらに、ハウ

ス内に保温カーテンを設置することにより、寒冷地における施設生産に対応できる。 

［キーワード］園芸用ハウス、低コスト、高強度、建設足場資材、保温カーテン 

［担当］西日本農業研究センター・傾斜地園芸研究領域・傾斜地野菜生産グループ 

［代表連絡先］電話 0877-62-0800 

［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

東日本大震災の被災地である岩手県沿岸南部地域では、担い手の育成を図りながら施設

園芸を核として農業復興を加速し、新たな食料生産地域として再生する取り組みが行われ

ている。同地域は、リアス式海岸特有の山が海に迫る地形が多く、狭あいで傾斜の多い地

形であることから施設の大規模化が困難である。また、夏作に有利な夏季冷涼な気象特性

を有する一方で、寒冷地であることから秋作から冬春作にかけては保温対策が必要である。 

温暖地中山間地域における中小規模施設園芸向けのハウスとして開発した建設足場資材

利用園芸ハウス（H22 年度研究成果情報など）は、傾斜地や不整形な圃場に建設可能であ

り、耐風速 35m/s 以上とされる鉄骨補強型パイプハウスと同程度の強度を有するとともに、

その約 8 割のコストで施工できることから、震災からの復興に資する技術としてその適用

が期待されている。そこで、建設足場資材利用園芸ハウスについて、寒冷地や西日本の高

冷地において適用可能な仕様を開発・実証して施工手順を明らかにする。 

［成果の内容・特徴］ 

１．建設足場資材を利用した園芸ハウスの施工手順を整理・検証した結果、間口 7.2m×奥

行き 45m のハウスの場合、本体工事と被覆資材展張に係る作業時間は 47.4 人日（0.15

人日/m2）である（図 1）。資材費用は約 5,300 円/m2（内張り資材込み）と低コストであ

る。 

２．従来の施工と同様、形状や傾斜など圃場の条件に合わせてハウス形状と棟方向を決定

するが、間口 5m 程度までは片屋根型、間口を広く取りたい場合には両屋根型とし、滑雪

性を考慮して屋根勾配は 20 度以上とする（図 2）。積雪の荷重で屋根面にたわみが生じ

ないよう、垂木パイプ（φ48.6mm）は従来 3m であった間隔を 1.8m に狭めるとともに、

横垂木（桟）パイプ（φ31.8mm）を約 95cm 間隔で配置する。側面には補助支柱（基礎無

し）を 1.8ｍ間隔で追加した構造とする。 

３．耐積雪荷重は 384N/m2（積雪深約 44cm）であり、30 年確率最大積雪深が 29.0cm となる

実証試験地の設計基準に対応した構造である（図 3）。このため、2014 年の最深積雪（18

㎝、観測史上 9 位）程度では積雪の影響による構造の破損は認められていない。 

４．内張りカーテン（資材費約 1,000 円/m2）を設置することにより、暖房設定温度 10℃の

場合、約 1,500 円/m2 の燃油経費が削減でき、一冬（10 月～翌 4 月）で償却できる（図 4）。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：施設園芸生産者、温室施工事業者 

２．普及地域・普及面積：最大積雪深 30cm 以下の地域。東北以西において 142a 以上の設

置実績がある。 

３．その他：実証試験は H25～26 年度に岩手県陸前高田市で実施した。供試した建設足場

資材利用園芸ハウスは、平坦地に設置した東西棟で間口 7.2m、奥行 45m、棟高 4m の天窓

付きスリークオーター型（棟部で北側屋根を約 50cm 下げて段差部を天窓とした構造）で

あり、資材費用は本ハウスの実績である。必要部材や詳しい施工手順については、施工

マニュアルを公開予定。  
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［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（地域再生） 

研究期間：2013～2016 年度 

研究担当者：吉越恆、長﨑裕司、川嶋浩樹、松田周、杉浦誠、有馬宏（岩手農研）、太田

祐樹（岩手農研）、鈴木朋代（岩手農研）、千葉彩香（岩手農研）、川村浩美（岩手農研）、

山田修（岩手中央農改普及セ）、森山英樹 

図２ 耐雪型の骨組み構造  図１ 施工手順と作業時間 

間口 7.2m×奥行き 45m の建設足場資材利用 

園芸ハウスの施工試験における結果 

図３ 大船渡（陸前高田に最も近いアメ

ダス観測所）における年最大積雪深とそ

の超過確率の関係  

図４ 陸前高田実証試験地の気温に基

づく燃油経費の節減効果（10 月～4 月） 

内張り（一重）を設置する場合としない場合

について、現地実測の気温を用い、燃料価格

を 80 円/L として試算した。 
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発表論文等： 

1)吉越ら(2015)近中四農研報、14:65-76 
2)吉越ら (2017)「建設足場資材利用園芸ハウスの施工マニュアル」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/warc/074227.ht
ml(2017 年 3 月 28 日）  
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［成果情報名］暖地で耕起栽培と同等の収量が得られるスーダングラスの不耕起栽培技術 

［要約］スーダングラスの不耕起栽培では播種前に除草剤を処理することで雑草を抑制で

き、耕起栽培と遜色ない収量が得られる。不耕起栽培の導入により、慣行の播種作業と比

較し、作業時間と燃料消費量をそれぞれ約 7 割削減できる。 

［キーワード］スーダングラス、不耕起栽培、雑草、播種作業時間  
［担当］九州沖縄農業研究センター・畜産草地研究領域・飼料生産グループ 

［代表連絡先］q_info@ml.affrc.go.jp、Tel:096-242-7682 

［分類］普及成果情報  
 

［背景・ねらい］ 

暖地の多毛作体系では前作の収穫作業と後作の播種作業との間に作業競合が生じやす

く、スムーズな作付の移行には、省力的な播種が可能な不耕起栽培技術の開発が望まれる。

不耕起栽培は圃場を耕さずに播種する方法で、播種作業の負担を軽減できる一方、一般に

雑草管理や収量性に難があるとされている。特に雑草の混入は飼料品質の低下につながり

やすい。そのため、不耕起栽培を普及させるには、不耕起栽培に適した雑草管理方法を開

発するとともに、慣行の栽培方法と収量に差がないことを示す必要がある。そこで、夏作

として広く利用されているスーダングラスを対象に、収量や雑草量の面から適切な条間や

除草剤処理方法を明らかにし、生産現場に適用できる不耕起栽培技術を確立する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．スーダングラスの条播栽培では播種時期と条間により、雑草の抑圧程度が異なる。気

温の高い 7 月に播種する場合には条間 30cm 以下に設定すれば、播種後約 1 ヶ月でスー

ダングラスが耕地を 9 割程度被覆し、雑草を抑圧できるが、5 月播種で同様の結果を得

るには条間 17cm とする必要がある（図 1）。いずれの時期にも対応できるよう、不耕起

栽培に用いる播種機は条間 20cm 以下に設定できるものが望ましい。 
２．不耕起栽培と耕起栽培のスーダングラス乾物収量は 1 番草、2 番草ともに差はない。

ただし、1 番草収穫時の雑草乾物重は不耕起栽培では耕起栽培よりも多い（表 1）。しか

し、播種前にグリホサートカリウム塩剤を処理すると、雑草乾物重は耕起栽培と同程度

に減少する（表 1）。このように、不耕起栽培では播種前のグリホサートカリウム塩剤

の処理が雑草防除に有効である。  
３．耕起栽培の播種作業は施肥、耕耘、播種、覆土、鎮圧の 5 工程で（図 2）、作業時間

は 1.12h/10a である（表 2）。これに対し、不耕起栽培では除草剤散布、播種・施肥同時

作業の 2 工程で（図 2）、作業時間は 0.36h/10a である（表 2）。耕起栽培と比較し、不

耕起栽培では作業時間と燃料消費量をそれぞれ約 7 割削減できる（表 2）。 

４．スーダングラスの生産に関わる 10a あたりの物財費は、耕起栽培と比べて不耕起

栽培では約 6%削減できる。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：大規模飼料生産組織 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：普及予定地域は九州、四国等の暖地、普

及予定面積 1000ha 程度  
３．その他：本成果は不耕起播種機（3P606NT（施肥機を増設済み）、条間 19cm、作業幅

1.71m）を用い、大規模飼料生産組織と協力して調査を行ったものである。不耕起播種の

注意点として、前作の刈り株や残渣等が多い圃場では播種機に残渣がまとわりつき、播

種作業が困難になるため、除草剤処理の後、フレールモア等で細断し播種する。あるい

は細断後、茎葉が再生した時期に除草剤を処理し播種する。また、圃場内にトラクタの

わだちの様な段差がある場合には覆土が困難になるため、通常の耕起栽培とする。  
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［具体的データ］ 
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b 

図１ 条間別のスーダングラス（SG）と雑草（W)の被度の推移（a:2009/5/29 播種、b:7/14
播種） 
いずれも耕起栽培。スーダングラス被度については同一の英大文字間、雑草被度については同一の英

小文字間に有意差なし（P<0.05、Tukey）。  
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播種後日数 

表１ 栽培条件の違いによるスーダングラス乾物収量、雑草乾物重 

表２ 耕起および不耕起播種作業時間、軽油消費量の比較 

飼料生産組織での作業時間調査お

よび聞き取り調査より作成。※1：
調査対象の飼料生産組織の標準的

な播種作業では基肥に堆肥を施用

し、化学肥料を施用しない。なお

作業競合が生じているときには堆

肥散布を省略し、化学肥料を使用

した播種作業を行うことがあり、

そ の 場 合 の 播 種 作 業 時 間 は

0.48ha/10a。※2：施肥には化学肥

料のみ施用。  

いずれも前作はイタリアンライグラス。栽植様式は鹿児島県肝付町の耕起区のみ散播栽培、他の

試験区は条間 19cm の条播栽培。耕起区：耕起後播種。不耕起区：不耕起播種。不耕起＋除草剤区

：グリホサートカリウム塩剤を播種前に処理し、不耕起播種。九沖農研（2015 年）は播種日 6/15、
収量調査日 8/13。九沖農研（2016 年）は播種日 6/8、収量調査日 1 番草 8/8、2 番草 9/13。鹿児島

県肝付町は圃場 5 筆で現地試験を実施（耕起区 2 筆、不耕起区 1 筆、不耕起＋除草剤区 2 筆）し

た。肝付町の試験では施肥量が試験区により異なり、耕起区（N：6kg、P2O5：6kg、K2O：4.8kg/10a）、

不耕起および不耕起＋除草剤区（N のみ 8kg/10a）。肝付町の試験の播種日は耕起区 7/30、不耕起

区および不耕起＋除草剤区 7/9、収量調査は耕起区 9/18、不耕起区および不耕起＋除草剤区 9/1。
同一の英小文字間に有意差なし（P<0.05、Tukey）、肝付町は統計処理なし。  
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九沖農研（2015年）
耕起 692 2.0 a
不耕起 647 44.1 b
不耕起＋除草剤 874 0.1 a
九沖農研（2016年）
耕起 860 0.9 a 466 0.1
不耕起 921 113.5 b 541 1.8
不耕起＋除草剤 1019 1.3 a 563 0.0

耕起 443 0.1
不耕起 552 185.5
不耕起＋除草剤 657 6.0

1番草のみ

鹿児島県肝付町（2015年）

1番草のみ

2番草
乾物収量
kg/10a

雑草乾物重
kg/10a

乾物収量
kg/10a

雑草乾物重
kg/10a

ns

試験場所（年次）
処理

1番草

ns ns ns

耕起播種
作業工程

作業時間
h/10a

軽油
消費量
l/10a

不耕起播種
作業工程

作業時間
h/10a

軽油
消費量
l/10a

施肥作業※1
（堆肥散布）

0.72 1.7 除草剤散布 0.11 0.5

耕耘 0.15 4.0 0.25 1.9

播種 0.04 0.5

覆土 0.07 2.0

鎮圧 0.14 0.6

合計 1.12 8.7 合計 0.36 2.4

削減率 67.9％ 72.5％

播種・施肥
同時作業※2
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                    （加藤直樹）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（25 補正「革新プロ」） 

研究期間：2009～2016 年度  

研究担当者：加藤直樹、服部育男、吉川好文、小林良次、金子真 

発表論文等：加藤ら（2017）日本暖地畜産学会報、60:3-8 

図２ 耕起栽培および不耕起栽培の播種作業手順 

1.施肥作業(堆肥散布) 2.耕耘作業 

1.グリホサートカリウム塩剤散布 

4.覆土作業 

2.不耕起播種・施肥作業 

3.播種作業 

5.鎮圧作業 

＜耕起栽培の播種作業手順＞ 

＜不耕起栽培の播種作業手順＞ 
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［成果情報名］農作業概念を共通化する農作業基本オントロジーAAO 

［要約］多圃場営農管理システム等の農作業名を取り扱うプログラムから参照可能な農作業

の概念体系（オントロジー）である。AAO を参照することで農作業概念の大きさの違いや

表記ゆれなど農作業概念のあいまいさの問題を解消できる。 

［キーワード］オントロジー、農作業名、相互運用性、可搬性、共通化 

［担当］農業技術革新工学研究センター・高度作業支援システム研究領域・高度情報化システムユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8986 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

多数の分散圃場の効率的管理のために、圃場ごとの作業内容の記録や作業計画を支援す

る多圃場営農管理システムが用いられるようになっている。こうしたシステムで記録され

る作業履歴データには、データの内容を表現するために作業日、農作業名、作業者、使用

資機材等の項目名が付与される。農作業名が項目名となる場合には、同じ意味を示す「稲

刈り」や「稲刈」のような表記の揺れや、「稲刈り；イネの収穫」や「収穫」のような概念

の大きさの違いが原因で、関連あるデータを全く別のデータとして処理してしまうことが

ある。こうした農作業名（概念）のあいまいさは、単独の多圃場営農管理システム内での

データ管理上の問題となるだけではない。複数のシステム間でデータを移行、共有しよう

とした場合や、作業記録データを将来的にビッグデータとして活用しようとした場合にも

障害となることが予想される。そこで将来的な農業 IT システムでの高度なデータ活用を視

野に入れ、あいまいさがある農作業概念を明確に定義する概念体系、農作業基本オントロ

ジーを構築した。  
［成果の内容・特徴］ 

１．農作業名の共通化を図るためのツールとして農作業基本オントロジー； AAO
（Agriculture Activity Ontology）を構築し、公開している（図 1）。AAO には、2016 年 9
月のバージョンで、稲、麦、大豆など土地利用型の作物における農作業を中心に 374 件

の農作業概念（以下、概念）を収録している。 

２．AAO に含まれる情報は AAO のサイトからオントロジーの標準的なフォーマットであ

る RDF 形式のファイルとしてダウンロードできる。プログラムから AAO に含まれる情

報を利用する場合には、プログラムに RDF のパーサを組み込んでこの RDF ファイルを

参照することで、AAO で定義された概念間の関係を抽出することができる（図 2）。  
３．複数の農作業名表記が存在する概念については、いずれか一つの表記を代表表記とし、

それ以外の表記はそれに付随する表記として収録している（図 3）。また、例えば収穫に

要した時間を統計資料や他の農家と比較する場合には、「収穫作業」だけでなく「稲刈

り」や「コンバイン作業」の項目で記録された時間の合算が必要になることがある。AAO
の階層構造（図 4）を参照することで、「稲刈り」や「コンバイン作業」が「収穫」の一

種であるという概念間の上下関係が明確になりプログラム内で上記処理ができる。 

４．内閣府から示された「農業 IT システムで用いる農作業の名称に関する個別ガイドライ

ン（本格運用版）」にある農作業の名称リストは、AAO の用語も参考に策定された。AAO
はガイドラインにある農作業の名称に対応した概念を全て含んでおり、ガイドラインは

人間側がデータ入力時に参照する標準作業名の推奨リストとして、AAO はデータ処理の

際にプログラム側が参照するオントロジーとして位置づけられる。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：ソフトウェア開発会社等  

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：内閣府のガイドラインとの互換性を維持

することで、5 件以上のソフトウェアにおいて標準作業名のリファレンスとして採用さ

れることを目標とする。 

３．その他：  
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  AAO のウェブサイト         図２  AAO の利用イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３  個別概念の表示画面       図４ 概念階層の表示画面  

 

                    （法隆大輔、竹崎あかね）  

 

［その他］ 

予算区分：その他外部資金（SIP） 

研究期間：2014～2016 年度 

研究担当者：法隆大輔、竹崎あかね、吉田智一、朱成敏（国立情報学研究所）、武田英明

（国立情報学研究所） 

発表論文等： 

1) AAO:農作業基本オントロジー(Agriculture Activity Ontology) cavoc.org, 
http://cavoc.org/aao/ (2015 年 5 月 12 日) 

多圃場営農管理システム等  
 

RDF パーサ  

AAO（RDF 形式ファイル）  
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2)Joo S. et al.(2016) Designing of Ontology for Domain Vocabulary on Agriculture Activity 
Ontology (AAO) and a Lesson Learned “Semantic Technology:JIST 2016” pp.32-46 Springer 
International Publishing AG, Cham 
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［成果情報名］畦畔や整備法面での草刈り作業の負担を軽減する機動性の高い電動草刈機 

［要約］畦畔や法面を安定走行する機動性を有し、遠隔操作で草刈り作業ができる電動草刈

機。一定条件下では、畦畔に沿って自動走行（倣い走行）しながら作業を行う機能をもち、

取扱性や安全性が高く、作業負担が少ない。 

［キーワード］草刈機、電動式、畦畔、法面、遠隔操作、倣い走行 

［担当］革新工学センター・土地利用型システム研究領域・栽培管理システムユニット 

［代表連絡先］電話 048-654-7000 

［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

畦畔除草は作目を問わず行う必要のある作業であり、刈払機や自走式草刈機を用いて作

業を行う機械除草が一般的であるが、雑草の生育が旺盛な高温期に繰り返し行わなければ

ならないことから、作業者の労働負担が大きく、軽労化が求められている。また、刈払機

や自走式草刈機には、高速回転する刈刃が使われているため、飛び石、作業機の反発等に

よる危険が伴い、エンジンの振動や排ガス、作業時に発生する土埃等にも曝されることか

ら、作業環境の改善も必要である。 
そこで、主に水田や転換畑の畦畔除草作業を対象として、畦畔や整備法面を安定走行で

きる機動性をもち、遠隔操作で草刈り作業を行うことができる自走式の電動畦畔草刈機を

開発する。さらに、一定条件下では、畦畔に沿って自動走行（倣い走行）しながら作業を

行う機能を有すること等により、取扱性や安全性を高め、草刈り作業における作業負担の

軽減や作業環境の改善を図る。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．開発機は、走行部、刈取部、操作部などから構成される電動式の草刈機である（図、

表 1）。各部の電源はバッテリから供給され、走行部は走破性の高い一対のクローラ式

で、刈取部は走行部の前側に位置する 2 連式のカッタユニット（回転刃）構造である。

操作部は、無線リモコンによる遠隔操作（左右クローラの前進・後進、速度調節）と刈

取部の動作を操作する手動操作を可能としている。 

２．開発機は、上面幅が 50cm 以上の畦畔上および傾斜角 32°以下の法面を走行しながら

草刈り作業が可能である。畦畔作業時は、刈取部が畦畔の上面および法面に適用するよ

う、作業者は機体に設けたレバーを操作して、左右それぞれフレキシブルアームで支持

されたカッタユニットを前進方向に対して最大 90°（右側ユニットは右側に 90°、左側

ユニットは左側に 90°）、畦畔法面接地角度を最大 80°まで調節する。 

３．開発機は、市販機（畦畔草刈機、法面草刈機）と比較し、刈取精度、作業能率に関し

ては同等である。さらに、作業者は遠隔操作（無線リモコン）により機体から離れて作

業できるため、安全性も高く、振動・排ガス・騒音の影響が小さく、作業環境が大幅に

改善するため、作業負担が少ない（表 2）。 

４．開発機は、途中に障害物（石礫、溝、杭、廃棄物等）が無く、比較的平坦で直線的かつ

十分な強度を有する畦畔（畦塗機等で成形され、上面幅 50cm 以上、高さ 30cm 以上、法

面傾斜角度が 60°程度）では、畦畔表面に接地して走行を誘導する倣い車輪を用いた機

構により、畦畔に沿った自動走行（倣い走行）での作業が可能である（表 3）。 
 
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：水田作・畑作に従事する農業者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国、2,000ha（導入可能面積 137,600ha[水

田畦畔面積]×1.5%[導入率]）、1,000 台（5 年間） 

３．その他：2018 年度に市販化予定である。なお、稼働時間を拡大し、実用性を高めるた

め、市販機においては、バッテリ等の改良が検討される予定。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  （栗原英治、西川純、山下晃平） 

 

［その他］ 

予算区分：緊プロ 

研究期間：2014～2016 年度 

研究担当者：栗原英治、西川純、山下晃平、林和信、吉田隆延、水上智道、高橋昭喜（岩

手農研セ）、戸田勉（ササキコーポレーション）、甲地重春（ササキコーポレーショ

ン）、横浜雅透（ササキコーポレーション） 

機関出力
（kW）

刈幅
(mm)

1.1
（刈取・走行モータ）

600 5.2 0.37 115.2 70.6 0 0.25 0.08 6.9 0.34 121.4 69.1 0 0.49 0.10

4.2
（エンジン）

700 - - - - - - - 6.2 0.31 123.3 81.3
565

(アイドリング時)

1422
（フルスロットル時）

3.63 0.00

1.7
（エンジン）

400 5.2 0.44 114.6 88.8
230

(アイドリング時)

45
（フルスロットル時）

4.85 0.40 - - - - - - -

供試機

岩手県（二戸市）

傾斜法面（平均傾斜角30°） 畦畔

刈株
高さ
（cm）

作業
速度
（m/s）

作業
能率

（分/10a）

騒音
（作業者
耳元）
(dB(A))

排ガス
（定置）
(ppm-co)

振動
（作業者
手元）

(m/s
2
)

塵埃
（mg/㎥）

刈株
高さ
（cm）

作業
速度
（m/s）

作業
能率

（分/10a）

騒音
（作業者
耳元）
(dB(A))

排ガス
（定置）
(ppm-co)

振動
（作業者
手元）

(m/s
2
)

塵埃
（mg/㎥）

名称

開発機
※無線リモコン

市販畦畔草刈機

市販法面草刈機

表１ 開発機の主要諸元 

表２ 開発機による草刈試験結果（対照区：市販畦畔草刈機、市販法面草刈機） 

表３ 開発機による倣い走行と無線リモコンの比較試験結果 

図 開発機の外観 

全長（mm） 1400

全高（mm） 1000

刈幅（mm） 600（300×2連）

重量（kg） 94

構造 2クローラ式

トレッド幅（mm） 520

駆動方法
（モータ出力）

ホイールインブラシモータ
（DC24V、250W×2）

作業速度（m/s） 0.8（最高）

構造
2連式カッタユニット

（フレキシブルアーム）

駆動方法
（モータ出力）

ブラシレスモータ
（DC36V、300W×2）

回転数（rpm） 3,000（標準）

無線リモコンおよび有線リモコン

鉛蓄電池（36V、20Ah）
稼働時間：約30～40分程度

機体
全体

走行部

電源

刈取部

操作部

草種：ノビエ、メヒシバ、ギシギシ、クローバ、ヘラオオバコ、スズメノカタビラ、他、草丈：8～27cm、草含水率：78%、土壌硬度：375kPa

草種：ギシギシ、スギナ、タンポポ、ノゲシ、ハルジオン、ヨモギ、クローバ、ヒルガオ、他、草丈：3～45cm、草含水率：79～88%、土壌硬度：50～342kPa

① ② ③ ① ② ③ ④ ⑤

開発機
※無線リモコン

片道20m
×1往復

113.3

0.29
（往路：前進）

0.19
（復路：後進）

5.2 4.2 5.4

開発機
※倣い走行

片道64m
×1往復

88.3

0.39
（往路：前進）

0.23
（復路：後進）

5.6 4.2 6.8

刈株高さ
（cm）

岩手県（北上市）

畦畔
供試機

試験区間
（m）

正味
刈取時間
（分/10a）

作業
速度
（m/s）

長さ
（cm）

角度
（°）

39.8 59.6 32.2 60.0 55.8

畦畔断面形状  

作業内容：畦畔上面（往路）と法面（上面の左右、復路）の往復刈り作業  

試験場所：岩手県（北上市） 
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発表論文等： 

1）栗原ら「自走草刈機」特願 2016-073549（2016 年 3 月 31 日） 

2）栗原ら「草刈機用の刈刃部」特願 2016-073550（2016 年 3 月 31 日） 
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［成果情報名］楽な姿勢で高能率に樹冠下草刈ができる果樹園用の歩行型草刈機 

［要約］長いハンドルを備え、樹冠下幹周部分も楽な姿勢で高能率に草刈作業が出来る歩行

型草刈機。樹列に沿ってまっすぐ走らせるだけで樹冠下幹周部分の草刈ができ、樹冠下幹

周部分の草刈作業時間を刈払機より約 5 割低減できる。 

［キーワード］草刈機、歩行型、果樹園、樹冠下、幹周 

［担当］農業技術革新工学研究センター・総合機械化研究領域機械・果樹生産工学ユニット 

［代表連絡先］電話 048-654-7000 

［分類］普及成果情報  

［背景・ねらい］ 

樹園地の草刈作業においては、通路部分は乗用草刈機等により比較的高能率に草刈作業

ができる一方、樹冠下幹周部分については作業空間が狭いため、一般的に刈払機による草

刈作業か除草剤散布が行われている。枝を避けながらの刈払機による草刈作業は能率が低

く、また、腰をかがめる等の困難な体勢も強いられる重労働であり、除草剤散布も動力噴

霧機等を用いた手散布で行われることが多く、低能率で農薬被ばくの危険性を伴う。そこ

で、作業者が楽な姿勢で高能率に果樹園の樹冠下幹周部分の雑草を刈り取ることができる

歩行型草刈機を開発する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．長い操作ハンドルを備えた刈幅 300mm の歩行型法面用草刈機をベースに、草刈機本体

の主草刈部の他に車体側方にオフセット草刈部を追加することで刈幅を 460mm に拡大

した歩行型草刈機（以下、開発機）である。  

２．開発機は、エンジン、主草刈部、オフセット草刈部、走行部、操作ハンドルから構成

される（図 1）。オフセット草刈部は果樹の幹等の障害物にぶつかると車体側へ避ける

機構となっているため、開発機を樹列に沿ってまっすぐ走らせるだけで、樹冠下幹周部

分の草刈ができる（図 2）。 

３．草刈面積あたりの作業時間は、刈払機が 14 s/m2、開発機が 7 s/m2 であり、刈払機より

作業時間を約 5 割低減できる（図 3）。 

４．開発機を用いた草刈作業中の心拍増加率は 50％未満の軽作業であり、作業姿勢も刈払

機より、筋骨格系に有害なつらい作業姿勢（OWAS 法による AC2 以上）の時間割合を約

5 割低減できる（表）。 

５．開発機は法面の草刈作業にも利用できる。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：リンゴのわい化栽培等を行う果樹生産者。 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国の果樹栽培地域等。市販化５年間で、

720ha、1000 台（リンゴ生産者約 40,000 戸の約 2％である 800 戸とその他樹種生産者 200

戸）。 

３．その他：2017 年度以降に市販開始予定である。 

 

  

39



［具体的データ］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （大西正洋、塙圭二、深井智子） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、緊プロ 

研究期間：2012～2016 年度 

研究担当者：大西正洋、太田智彦、塙圭二、深井智子、吉井秀夫（（株）クボタ）、木村
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図２ 樹冠下幹周部分での作業方法例 

図１ 開発機の外観と主要諸元 

機体質量：45kg  操作ハンドルを除く機体寸法：幅 560mm 長さ 1140mm 高さ 450mm 
エンジン：2 サイクルガソリンエンジン（オイル混合ガソリン） 出力 1.7kW 排気量 47.1cc 
操作ハンドル：機体中心から先端までの長さ約 2m、全体が上下 45゜左右 202゜の範囲で調節可能、 

2 関節で各節の角度調整可能 
刈幅：300mm + 210mm 総刈幅約 460mm  作業速度：0.41m/s、0.31m/s （前・後進 2 段変速） 

表 作業姿勢評価結果 

図３ 幹周草刈試験における作業時間の比較 

注）リンゴわい化栽培成木園（樹列間 5m、栽植距離 5m、
下枝通路方向長さ 1.6m 程度、雑草高さ平均 26cm）および
リンゴ新わい化栽培成木園（樹列間 4m、栽植距離 2m、下
枝通路方向長さ 1.0m 程度、雑草高さ平均 15cm）の樹冠下
において、樹列を中心とした幅 1.7m、距離 41～24m の範
囲での草刈作業 
各供試機６反復の平均値、エラーバーは標準偏差を示す 
作業者は 40 歳代男性、30 歳代男性、20 歳代女性 
※ｔ検定で各供試機間に危険率 1％で有意差あり 

注）各供試機とも樹冠下草刈作業 18 樹列分の測定値 
作業者は 40 歳代男性、30 歳代男性、20 歳代男性、
20 歳代女性 
 
AC の低い数値の割合が高いほど楽な姿勢の時間割合
が高いことを示す。 
AC1：筋骨格系負担は問題ない。リスクは極めて低い。 
AC2：筋骨格系に有害である。 
リスクは低いが近いうちに改善が必要。 
AC3：筋骨格系に有害である。 
リスクも高く早急に改善すべき。 
AC4：筋骨格系に非常に有害である。 
リスクは極めて高く、直ちに改善すべき。 
 
※フィッシャーの正確確率検定で各供試機間の割合
に危険率 1％で有意差あり 

操作ハンドル 

オフセット草刈部 

主草刈部・走行部 

エンジン 

オフセット 
草刈部 

開発機全体 草刈部拡大 
主草刈部
・走行部 

 

 

進行方向

主幹

樹冠下幹周部分
の雑草部分

草刈跡

通路部分
（乗用草刈機
でも草刈可）

１行程目

進行方向

２行程目

AC1 AC2 AC3 AC4

刈払機※ 84.4 14.7 0.9 0.0

開発機※ 92.9 7.1 0.0 0.0

供試機

OWAS法アクションカテゴリー割合(%)
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重則（（株）クボタ）、若林宗平（（株）クボタ）、浅川知則（岩手農研セ）、楢本克樹

（長野果樹試） 

発表論文等：大西ら「歩行型草刈機」特願 2016-65812（2016 年 3 月 29 日） 
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［成果情報名］中小型トラクタの直線作業をアシストする高精度な自動操舵装置 

［要約］中小型トラクタに装着可能な自動操舵装置。目標地点の風景を画像装置に記憶させて

直進走行することで１行程目から自動操舵が可能。２行程目以降は、前行程の作業跡と一定

間隔を保つ追従走行を自動操舵にて行う。走行の精度は誤差５～10cm 以内。 
［キーワード］画像処理、自動操舵、トラクタ、ステアリング 

［担当］農業技術革新工学研究センター・総合機械化研究領域・果樹生産工学ユニット 

［代表連絡先］電話 048-654-7000 
［分類］普及成果情報 

［背景・ねらい］ 

トラクタによる播種、畝立て、マルチ敷設などの作業では、行程を直線的かつ前行程と

一定間隔を保つことが重要であり、オペレータには高度な運転技術が要求される。そこで

非熟練者でも作業が可能となる自動操舵装置が既に開発されているが、高精度な GPS を用

いる自動操舵装置は高価となる傾向であるため、画像処理技術を用いることで低価格化し

た自動操舵装置を開発した（2015 年 普及成果情報「非熟練者でも容易に直進作業が可能

な後付け型の自動操舵装置」を参照、以下、従来装置）。しかし、従来の装置では専用の

LED ランプやマーカーなどが必要であったため、これらの補助機器を用いず、より一層の

低価格化と操作性の向上を進めた自動操舵装置を開発する。  
［成果の内容・特徴］ 
１．開発機は既存のキャビン付トラクタに、画像装置と操舵装置を後付け装着する構成で

ある。画像装置は単眼式のカメラと小型計算機が一体化した機器に、独自開発の画像処

理アルゴリズムを組み込んだもので、キャビン内の上部に前方を向けて取り付けられる。

操舵装置はメーターパネルのバイザー上に固定され、内蔵された小型モーターで駆動さ

れるローラーによって、ステアリングホイールを外周から回転させる構造である（図１、

表１）。これらの装置の構造と外観は、従来装置と同様である（上記の 2015 年 普及成

果情報を参照）。  
２．圃場での作業の 1 行程目では、圃場の遠方側の目標地点の風景を画像装置に記憶させ、

この画像を自動的に追跡することで、目標地点に向けた直進走行を自動制御する（図 2
左）。目標地点の風景は、樹木や建物の一部が適し、無地の壁などは適さない。また、

風景の記憶は、人や自動車など移動中の物体が、目標地点の付近にいない時に行う。  
３．圃場での作業の 2 行程目以降では、画像装置はトラクタの前方 10m 付近の地面の凹凸

形状を算出し、続いて地面の凹凸形状から前行程の作業跡やマーカー跡の位置を検出し、

それらに対してトラクタが一定間隔を保つ追従走行を自動制御する（図 2 右）。 
４．開発機による作業軌跡の精度は、概ね行程の 80％以上で±5cm 以内となり、熟練オペ

レータと同レベルの精度が得られる (表 2)。  
５．カメラ画像や装置の動作状態の表示、画像装置に記憶させる目標地点の位置の調整、

追従走行でのトラクタと作業跡の間隔の調整などは、ユーザーが所有するスマートフォ

ンまたはタブレット PC で行うことができる。 

６．曲率半径 400m 程度までの曲がった圃場や行程にも追従可能である。 
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：播種、畝立て、マルチ敷設などの作業を中小型トラクタで行う生産者｡ 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：市販化 5 年間で 1,200 台。 
３．その他：2017 年度下期より市販予定。従来の高精度 GPS を使用するトラクタ用の自動

操舵装置の 1/2 以下の低価格となる見込み。  
・トラクタは画像装置を風雨などから保護するためにキャビン付に限定される。  
・暗い夕方や夜間、大きな凹凸のある圃場では使用できない。また、朝夕の逆光や霧、

影などの影響で走行精度の低下が発生する場合がある。  
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［具体的データ］ 

                          （塙圭二） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、緊プロ 

研究期間：2012～2016 年度 

表１ 自動操舵装置の主要諸元 

適応トラクタ  20～40kW 級、キャビン付  
車輪式  及び  半装軌式  

作 業 速 度  0～7km/h 

電 源  DC12V 
（トラクタ本体より供給）  

ステアリング  

回 転 速 度  最大  約 0.5 回転／秒 

スマートフォン  

（タブレット PC）  
Android4.2 以降  及び  
Windows8 

 
図１ 自動操舵装置の全体構成 

画像装置 

操舵装置 

追従対象の作業跡 

目標地点  
の風景 

作業跡への追従走行 

 

表２ 自動操舵システムによる作業精度  

作業条件※1 
作業速度  

[km/h] 
平均偏差  

[cm] 
標準偏差  

[cm] 
±5cm 以内  

[％]※6 
±10cm 以内  

[％] 

遠方風景への直進作業※2,3 1.6 2.5 2.0 89 100 

作業跡への追従作業※2,4 1.6 3.7 3.5 87 99 

作業跡への追従走行※5 7.0 ― 4.2 75 100 

マーカー跡への追従作業※2,4 1.6 1.1 2.2 96 100 

※1 トラクタ:37kW(半装軌式)，鹿児島農総セ試験ほ場，クロボク土 

※2 ２畦畝立て機にて作業を実施，目標行程間隔:200cm, 行程長:約 90m 

※3 直進走行のスタート地点と目標地点を結ぶ直線経路からの偏差を計測 

※4 前行程との行程間隔を計測 

※5 作業機を上げた状態でほ場内を走行し、タイヤ跡と前行程の作業跡の間隔を計測 

※6 熟練オペレータの作業精度を概ね±5cm と想定 

目標地点への直進走行 

図２ 圃場での作業状況  

43



研究担当者：塙圭二、大西正洋、深井智子、石川昌範（三菱マヒンドラ農機）、林田淳一

（三菱マヒンドラ農機） 

発表論文等：塙ら「走行制御装置」特許第 5952611 号（2012 年 3 月 28 日出願）他 
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［成果情報名］試験時大気圧の影響を最小化するエンジン出力や燃料消費率の試験手法 

［要約］農用ディーゼルエンジンを対象に、大気圧に応じて吸気温度を制御し、大気条件係

数（fa）を一定とすることで、試験時大気圧の違いにより生じる出力、燃料消費率のバラ

ツキを最小化できる試験手法である。この手法は、国内外のエンジン試験等に適用できる。 

［キーワード］エンジン試験、エンジン性能、大気条件係数、大気圧 

［担当］農業技術革新工学研究センター・労働・環境工学研究領域・資源エネルギー工学ユ

ニット 

［代表連絡先］電話 048-654-7000 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

現在、国内外の試験機関等で用いられている試験時大気圧にかかわらず吸気温度を一定

とする従来の試験手法により農用ディーゼルエンジンの性能試験を実施した場合には、試

験時大気圧の違いにより、出力や燃料消費率、また排出ガスでは、後処理装置（PM 捕集

フィルター、酸化触媒）が装備されていないエンジンで、窒素酸化物（NOx）、粒子状物

質（PM）及び一酸化炭素（CO）の試験結果に大きなバラツキを生じる。そこで、試験時

大気圧（試験機関の標高を含む）の違いにより生じる試験結果のバラツキが小さく、国内

外の試験機関等が実施するエンジン試験に適用可能な試験手法を確立する。  
［成果の内容・特徴］ 

１．本試験手法は、常に変化する大気圧に応じ、大気圧が高い場合には吸気温度を高く、

大気圧が低い場合には吸気温度を低く制御し、faを一定とする試験手法である。なお、

faは、公道走行するディーゼル特殊自動車等の試験方法である「原動機車載出力試験（デ

ィーゼル機関）」（TRIAS 99-015-01）や道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示

別添43「ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法」などに定められている係数である

（表）。 

２．本試験手法により出力や燃料消費率を測定した場合に、試験時の大気圧に関係なく、

試験結果のバラツキを最小化できる（図1）。これにより、客観性や信頼性の高いデータ

を得られるため、農業者等が複数のエンジンやトラクタ性能を比較する場合に有益なデ

ータを提供できる。  
３．本試験手法は、原動機車載出力試験（ディーゼル機関）（TRIAS 99-015-01）やOECD 

TRACTOR TEST CODE 2、農用トラクター（乗用型）型式検査など、吸気温度を制御で

きる空調装置を装備した国内外の試験機関等が実施するエンジンやトラクタ試験に適用

できる。 

４．本試験手法を用いて排出ガス試験を実施する場合、排出ガス規制対象のNOx、PM、CO、

炭化水素のうち、PM、CO及びNOxの試験結果のバラツキを従来手法と同等以下にでき

る場合もあるが、供試エンジンの吸排気方式の違いなどにより効果の傾向が異なること、

またfaの影響が小さい場合は、本試験手法による効果がないことに留意が必要である（図

2）。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：OECD トラクタテスト実施機関等、農業機械メーカー 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：省エネ性能試験実施型式数 12 型式/年、

OECD TRACTOR TEST CODE 2 試験実施型式数約 60～100 型式/年 

３．その他：2017 年度以降、本試験手法を革新工学センターが実施する農用トラクター（乗

用型）等の評価試験制度及び省エネ性能試験に導入する。また、2017 年 10 月に日本で

開催される OECD テストエンジニア会議において、本試験手法の導入を提案する予定で

ある。 
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［具体的データ］ 

表 大気条件係数の算出方法 

自然吸気及び機械式過給エンジンの場合：fa=(99÷ps)×(Ta÷298)0.7            

排気タービン式過給エンジンの場合：fa=(99÷ps)0.7×(Ta÷298)1.5  

ここで、fa は大気条件係数、ps は乾燥大気圧(kPa)、Ta は吸気温度(K)。  
なお、図 1、図 2 におけるデータは、それぞれ同一のエンジンで大気圧（試験実施日）が

異なる条件で測定したものである。このうち、大気条件一定手法の試験結果は、大気条件

係数を 0.998～1.002 の範囲内に納めたものである。 
 

     

 
 
 

図１  大気条件を一定とした場合のエンジン出力、燃料消費率への効果 
 

    

 

 

 

図２  大気条件を一定とした場合の PM に対する効果の違い 

 

                    （清水一史、西川純） 

 

［その他］ 

予算区分：経常 

研究期間：2013～2016 年度 

研究担当者：清水一史、西川純、紺屋秀之、梅野覚、藤井桃子、ファン・ダン・トー、塚

本隆行、臼井善彦、長澤教夫、手島司、滝元弘樹 

25.5

26.0

26.5

27.0

27.5

0.98 0.99 1.00 1.01

エ
ン
ジ
ン
出
力
（
ｋ
Ｗ
）

大気条件係数

fa一定手法

従来の試験手法

220

225

230

235

0.98 0.99 1.00 1.01
燃
料
消
費
率
（
ｇ
／
ｋ
Ｗ
ｈ
）

大気条件係数

fa一定手法

従来の試験手法

11.5

14.0

16.5

0.99 1.00 1.01 1.02 1.03

PM
排
出
量
（
ｇ
／
ｈ
）

大気条件係数

fa一定手法

従来の試験手法

3.0

4.5

6.0

0.98 0.99 1.00 1.01 1.02

PM
排
出
量
（
ｇ
／
ｈ
）

大気条件係数

fa一定手法

従来の試験手法

左右図：DPF1･DOC2)装備の自然空気式コモンレールエンジン（27.6kW/2700rpm：3 気筒直噴式）  

     1)DPF：粒子状物質捕集フィルター 2)DOC：酸化触媒  

左図：自然吸気式エンジン（41.3kW/2500rpm：4 気筒副室式）  

右図：排気タービン式過給エンジン（27.3kW/2500rpm：3 気筒副室式） 
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発表論文等： 

1)清水ら（2016）農業食料工学会誌,78(1),45-53 

2)清水ら（2016）農業食料工学会誌,78(3),241-247 

3)西川ら（2016）農業食料工学会誌,78(5),432-440 
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［成果情報名］公共牧場等における草地管理の効率化を支援する「草地管理支援システム」 

［要約］本システムは放牧草地の地理情報に基づく電子地図に、施肥や更新等に関連する情

報を重ね合わせて各作業が必要なエリアを抽出し、資材や作業時間の削減を可能とする。

加えて飲水場等の施設位置や作業軌跡の記録・表示機能も備え、作業の引継ぎも支援する。 
［キーワード］公共牧場、効率化、地理情報、放牧草地、草地管理 

［担当］畜産研究部門・草地利用研究領域・山地放牧ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8647 

［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］ 

全国の公共牧場の多くで経営の合理化に向け、草地管理の効率化が求められてい

る。特に 1 つの牧区が広大でかつ複雑な地形の放牧草地で草地管理作業を効率化す

るためには、必要な場所のみに適切な作業を行うことが必要であるが、これまでの

作業配分は牧区単位で大まかに、または熟達した管理者の勘に頼って行われている

場合が多い。そこで、牧区内の管理作業が必要なエリアを客観的に決定し、管理者

がその情報を事前に地図上で確認できるシステムを構築する。加えて、これまで別

々に管理されていた地図や植生管理簿、作業状況等の草地管理に関する情報を一元

的に管理でき、効率的な草地管理と作業の引継ぎを支援するシステムを開発する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．本システムは、1）地図等を表示する GIS（地理情報システム）機能、2）植生情報や

写真等を記録する台帳機能、3）作業エリアの抽出を行う空間解析機能、で構成される（表

1）。  

２．空間解析機能では図 1 に示すように、傾斜区分に基づいた「ゾーニング図」に、障害

物の位置や排泄ふんの分布等、施肥や草地更新等に関連する情報（レイヤ）を重ね合わ

せて各作業が必要なエリアを抽出し、地図上に表示する。管理者はこの情報を目安に資

材や労働力を事前に適正に配分することで管理の効率化を図ることができる。  

３．トラクタに搭載した軌跡情報を記録できる GPS 端末のデータをシステムに転送するこ

とで、おおよその作業軌跡と作業範囲が表示できる（図 2）。これにより、作業範囲の

確認や、トラクタが進入できないエリアの抽出に加え、熟達した管理者の作業ルートが

確認できることにより、作業の引継ぎにも活用することができる。  
４．本システムはクラウドサービスにより運用されるため、Web が閲覧できる PC 環境で

あればソフトウェアをインストールすることなく、放牧草地や事務所等、場所を選ばず

に利用することができる（図 3）。 

５．本システムで利用者が行う作業は、放牧草地でのデータの取得・入力・転送が主とな

る。空間解析やデータのバックアップ等はクラウド上のデータセンターで自動処理され

るため、初心者でも扱いが可能であり、現場への導入が容易である。 
  
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：傾斜放牧草地を含み草地管理作業の効率化を目指す公共牧場等  
２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：5 年以内に 10 牧場、また 10 年以内に 20

牧場への導入を目標とする。現在は 2 牧場で試験運用中。 
３．その他：利用には初期費用（牧場地図等の整備費）とシステムの月額使用料が必要で

ある。試験運用中の牧場（放牧草地面積 252ha）における実証試験では、本システムの

導入により肥料代が 20％程度削減され、2-3 年の利用で導入コストを上回る合理化効果

が得られると試算されている。本成果は、「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（うち産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立）」により得られ
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た。  
［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

（北川美弥、井出保行）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（25 補正「革新プロ」） 

研究期間：2011～2016 年度 

研究担当者：北川美弥、井出保行、中尾誠司、渡辺也恭、西村一人（株式会社パスコ）、

三谷歩（株式会社パスコ）、川井将之（株式会社パスコ） 

発表論文等： 

1)西村、井出(2017)日草誌、62(4):207-211 
2)北川(2017)日草誌、62(4):212-215 

機能 内容 

GIS 機能 （地図等の表示機能） ・水飲み場等の施設情報の登録、変更  ・レイヤの登録・変更             

・トラクタ軌跡等の表示 

台帳機能 （牧草、雑草の被度

等の植生情報や写真等の記録） 

・植生管理簿の作成、記録、更新、履歴の管理                         

・写真情報の記録、管理 

空間解析機能 （ゾーニング等） ・複数のレイヤを参照し、各草地管理作業エリアの抽出 

図 3 Web を介した情報の流れ 図 2 携帯型 GPS 端末で記録した施肥作業時にお

けるトラクタの走行軌跡と作業範囲の表示例 

表 1 システムを構成する主な機能と内容  

図 1 空間解析機能による施肥エリアの抽出イメージ 
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3)農研機構 (2016)「牧場管理効率化マニュアル」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/files/nilgs-bokujokanri.pdf (2016
年 3 月 4 日 ) 
4)農研機構 (2016)「草地管理支援システムの紹介」NARO channel , 
https://www.youtube.com/watch?v=3XVcFB9RuSw (2016 年 2 月 25 日 ) 
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［成果情報名］アミノ酸バランス改善飼料の給与による豚舎汚水中の「硝酸性窒素等」低減効果

の実証 

［要約］アミノ酸バランス改善飼料の豚への給与は、現有の汚水浄化処理施設のままで豚舎

汚水処理水中全窒素を、慣行飼料給与時に比べて約 35％低減することが可能である。水質

改善効果に加え、温室効果ガスも低減する。  
［キーワード］硝酸態窒素、養豚汚水、活性汚泥、水質規制、アミノ酸 

［担当］畜産研究部門・畜産環境研究領域・水環境ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8647 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

養豚農家では、ふん尿に含まれる窒素を浄化処理により低減して排出している。処理水中

の窒素は水質汚濁防止法により厳しく制限されており、2016 年 7 月に養豚業等に適用され

る「硝酸性窒素等」（アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物）

の排水基準（暫定基準）が 700mg/L から 600mg/L に引き下げられた。このため、新しい暫

定基準、さらには一般基準（100mg/L）への適合に向けた対応が求められている。浄化処

理能力の向上は設備の増強によっても実現できるが、更新・改修には多くの費用がかかる

ため、容易ではない。そこで経費を抑えつつ排水中の窒素を低減させる方策としてアミノ

酸バランス改善飼料の導入による畜舎汚水浄化処理への効果を検証する。  
［成果の内容・特徴］ 
１．アミノ酸バランス改善飼料（バランス飼料）は、慣行飼料よりタンパク質含量が 3%

低く、4 種類の必須アミノ酸（リジン、メチオニン、トレオニン、トリプトファン）を

添加した配合飼料である（表 1）。本飼料は肥育豚の通常飼養条件に合わせて調製され

ており、価格は慣行飼料と同額か、やや安価である。  
２．バランス飼料を与えた肥育豚では、肥育後期における尿中排せつ窒素量（全窒素）が、

慣行飼料と比べ 5 割以上低減する。さらに、ふん尿の標準的な回分式活性汚泥浄化処理

後の処理水に含まれる全窒素は慣行飼料に比べて約 35％低減し平均 202mg/L に、硝酸性

窒素等は 100 mg/L 程度まで低減する（図 1）。 
３．さらに、バランス飼料を与えた場合は、浄化処理過程で発生する温室効果ガス（一酸

化二窒素）が 9 割削減し（表 2）、排せつ窒素量の減少が、そのまま温室効果ガス削減

効果に繋がる。  
４．出荷体重 110 kg（試験終了時）までの肥育豚の日増体量は、バランス飼料・慣行飼料

を与えた場合共に 0.94～0.99 kg で有意差はなく、また日本飼養標準（農研機構，2013）
の標準値の範囲内である。さらに肥育豚の枝肉格付も、上物率がバランス飼料を与えた

場合は 75%、慣行飼料の場合は 72.7%と同等の成績で、バランス飼料の利用が生産性に

影響しない。 
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：養豚農家、畜産関係普及組織、農業環境関係行政担当者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：汚水浄化処理施設の普及地域 

３．その他： 

１）茨城県の銘柄豚飼料設計に基づいてバランス飼料の実証実験を行ったが、基本的に他

の銘柄豚についても慣行飼料に対する肥育成績や浄化成績は同様と考えられる。 

２）バランス飼料は飼料の公定規格「環境負荷低減型配合飼料（子豚育成用及び肉豚肥育

用）」に適合しており、同等の飼料が国内数社から販売されている。 

３）バランス飼料の利用により、窒素排出の低減に伴う悪臭防止効果も期待できる。 

４）バランス飼料は温室効果ガス削減効果を持つことから、本飼料の導入により、温室効

果ガスの排出削減量や吸収量を国が認証する「J-クレジット制度」の活用が可能とな

る。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

（長田隆、荻野暁史） 

 

［その他］ 

予算区分:交付金、委託プロ（温暖化適応・異常気象対応）、その他外部資金（資金提供型

共同研究） 

研究期間：2014～2016 年度 

研究担当者：長田隆、荻野暁史、須藤立（茨城県西農林事務所）、羽成勤（茨城県畜産セ）、

吉田知夏（味の素）、塔ノ上毅（住友化学）、松井大典（住友化学） 

発表論文等： 

1) 須藤ら（2016）日本畜産学会報 Vol.87.No.4 

表 1 バランス飼料の組成 

 
 

表２ アンモニア、一酸化二窒素とメタンの排出量および排出係数 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１ 豚舎汚水浄化処理におけるバランス飼料導入の窒素濃度低減効果  
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2) アミノ酸添加低蛋白質飼料給与技術による肥育豚からの温室効果ガス排出削減（農研機

構畜産草地研究所 2012 年の成果情報）

http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/nilgs/2012/210c0_01_45.html 
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［成果情報名］「タマイズミ」にコムギ縞萎縮病抵抗性を導入した小麦新品種「タマイズミＲ」 

［要約］「タマイズミＲ」は中華麺適性に優れた白粒・硬質の「タマイズミ」に、コムギ縞

萎縮病抵抗性を導入した小麦品種である。栽培性と品質は「タマイズミ」とほぼ同等で、

コムギ縞萎縮病常発圃場では、「タマイズミ」より多収である。

［キーワード］小麦、コムギ縞萎縮病、硬質、白粒 

［担当］次世代作物開発研究センター・麦研究領域・小麦・大麦育種ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7497 
［分類］普及成果情報 

［背景・ねらい］ 

「タマイズミ」は、国産で唯一の白粒硬質小麦品種であり、中華麺用としての適性が高い

ことから、実需者からの生産要望は強い。しかしながら、コムギ縞萎縮病に罹病性である

ことから、生産量が不安定となっている。そこで、栽培性と品質は「タマイズミ」と同等

で、コムギ縞萎縮病抵抗性を導入した品種を開発する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．「タマイズミＲ」は、「ゆめちから」由来のコムギ縞萎縮病抵抗性遺伝子（YmYm(t)）

を、DNA マーカー選抜と戻し交雑を利用して導入した、「タマイズミ」を遺伝的

背景とする硬質小麦品種である。 

２．育成地では「タマイズミ」に比べて、出穂期は 2 日程度早いが、成熟期は同程度であ

る。稈長はやや短く、穂長は同程度である（表 1）。

３．育成地では「タマイズミ」に比べて、子実重はやや多く、容積重、千粒重、外観品質

は同程度である。原粒蛋白質含量は同程度である（表 1）。

４．「タマイズミ」に比べて、製粉歩留、60％粉の蛋白質含量及び灰分含量、アミロース

含量は同程度である。粉の明度、赤み、黄色みも同程度である（表 1）。

５．コムギ縞萎縮病抵抗性は“強”で、コムギ縞萎縮病常発圃場での収量性は高い（表

2、表 3）。

６．中華麺適性は、「タマイズミ」に比べてゆで 7 分後の食感は劣るが、総合評価は

同程度である（表 4）。

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：小麦生産者

２．普及予定地域・普及予定面積：栽培適地は温暖地の平坦地。三重県において奨励品種

採用予定で、普及見込み面積は 1000ha（2019 年播種）。  
３．その他： 穂発芽性は“やや難”であるが、刈り遅れによる品質劣化を防ぐため、適期収

穫に努める。
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［具体的データ］ 

表１ 「タマイズミＲ」の栽培・品質特性 

表２ 「タマイズミＲ」の諸障害抵抗性 表３ コムギ縞萎縮病常発圃場での収量性 

表４ 「タマイズミＲ」の中華麺適性 

（乙部千雅子） 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（農食事業） 

研究期間：2011～2016 年度 

交配組合せ

試験地

品種名 タマイズミＲ タマイズミ タマイズミＲ タマイズミ

株の開閉 やや開 中 － －

出穂期(月・日) 4.14 4.16 4.09 4.09

成熟期(月・日) 6.04 6.04 5.26 5.27

稈長(cm) 90 95 87 95

穂長(cm) 9.8 10.1 9.3 9.7

穂数(本/㎡) 811 699 426 402

子実重(kg/a) 84.9 79.5 55.4 58

対標準比率(%) 107 100 95 100

容積重(g)　 851 858 838 853

千粒重(g) 39.2 39.3 38.6 40.2

粒色 黄 黄 － －

原麦粒の見かけの品質 中上 中上 中下 中中

粒質 硝子質 硝子質 － －

原粒蛋白質含量(%) 12.6 12.7 10.6 10.6

製粉歩留(%) 72.2 71.4 － －

60%粉蛋白質含量(%) 11.9 12.4 － －

60%粉灰分含量(%) 0.37 0.36 － －

アミロース含量(%) 28.6 28.6 － －

粉の明度(L*) 88.9 88.9 － －

粉の赤み(a*) 0.95 1.03 － －

粉の黄色み(b*) 14.5 14.0 － －

試験年度 2014～2015年度（ドリル栽培・畑）。 2014～2015年度（標準栽培・畑）。

製粉歩留以降の品質特性は2014年度。

（タマイズミ/ゆめちから//タマイズミ*2）F2/（TM1G1833/タマイズミ*4）F2

次世代作物開発研究センター（育成地） 三重県農業研究所

品種名
めんの
色相

食感
(ゆで直後)

食味
(ゆで直後)

食感
(ゆで7分後)

総合評価

タマイズミＲ -0.15 0.26 0.00 -0.41* 0.12

タマイズミ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注）n=27（三重県内生産・実需関係者）、*は5%水準で有意差があることを示す。

品種名
コムギ

縞萎縮病
発病程度

出穂期
(月･日)

成熟期
(月･日)

上麦重
(kg/a)

収量比
(%)

タマイズミＲ 0.3 4.05 5.26 69.5 145

タマイズミ 2.5 4.04 5.25 48.0 100

注）三重県における2013年度の試験。
　　コムギ縞萎縮病発病程度は、無(0）～甚（5)で評価。

品種名 穂発芽性
赤さび病
抵抗性

うどんこ
病抵抗性

コムギ
縞萎縮病
抵抗性

タマイズミＲ やや難 弱 弱 強

タマイズミ やや難 弱 弱 やや弱

注）育成地における総合判定結果
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研究担当者：乙部千雅子、高山敏之、小島久代、藤田雅也、蝶野真喜子、藤田由美子 発

表論文等：乙部ら「タマイズミ R」品種登録出願第 31563 号(2017 年 2 月23 日出願公

表) 
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［成果情報名］製パン適性の優れる寒冷地向け小麦新品種「夏黄金」 

［要約］「夏黄金」は生地の伸張抵抗が強く、製パン適性に優れる硬質小麦である。播性が

Ⅴのやや早生種、耐雪性は中程度で寒冷地での栽培に適する。「ゆきちから」と比較して

収量性は同程度で穂発芽耐性および赤かび病抵抗性は優る。 

［キーワード］小麦、製パン適性、伸張抵抗、穂発芽性 

［担当］東北農業研究センター・畑作園芸研究領域・畑作物育種グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-7497 

［分類］普及成果情報

［背景・ねらい］ 

東北地域での小麦栽培面積の 26.9%（2015 年度）を占める硬質小麦｢ゆきちから｣はパン

生地の特性が輸入小麦に比べて劣るため、その主な利用が輸入小麦とのブレンド、あるい

は菓子パン原料にとどまり、需要が頭打ちになってきている。また、穂発芽耐性が不十分

で赤かび病にやや弱い短所がある。そこで製パン適性に優れ、穂発芽耐性、赤かび病抵抗

性を改善した硬質小麦品種を育成する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．小麦「夏黄金」は 2001 年 5 月に行った F1 雑種「関東 123 号/東北 214 号//関東 123 号

/東北 209 号」を母とし、「もち盛系 C-3170a」を父とする人工交配の後代から育成され

た品種である。 

２．出穂期と成熟期は「ゆきちから」とほぼ同程度のやや早生種で、稈長は「ゆきちから」

よりやや短い（表 1）。ふ色は赤褐色で穂型が紡錘状の無芒種である。 

３．「ゆきちから」と比較して、収量は同程度で容積重がやや大きく千粒重がやや小さい。

外観品質はほぼ同程度である（表 1）。 

４．播性がⅤ、耐雪性が中程度で、穂発芽性は難である。縞萎縮病抵抗性は強、赤かび病、

うどんこ病、赤さび病抵抗性は中程度である（表 2）。 

５．「ゆきちから」と比較して原粒の灰分含量はやや多いが、製粉歩留、粉の灰分含量、

原粒および粉のたんぱく質含量、粉の色相は同程度である（表 3）。 

６．エキステンソグラムの生地の力の程度と伸張抵抗が「ゆきちから」より大きく、「銀

河のちから」より小さく、カナダ産輸入小麦（1CW）と同程度であり、伸長度は「ゆきち

から」と同程度で「銀河のちから」より長い（表 4）。 

７．「ゆきちから」と比較してパンの加水量がやや少なく、こね時間が長く、比容積が大

きく、官能評価点が高い（表 4）。 

８．中華めん適性は 1 日後色相が「ゆきちから」と同程度で、食感が優れる（表 4）。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：小麦生産者  

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等： 

栽培適地は寒冷地（東北・北陸地域）の平坦地 

2016 年宮城県で奨励品種に採用・普及予定面積 400ha 

３．その他： 

成果の内容・特徴は東北農業研究センター（岩手県盛岡市）における成績で、出穂期、

成熟期の早晩および耐雪性の区分は寒冷地北部（東北地域）における基準に基づく。 

根雪期間が 100 日を超える地域では殺菌剤や融雪剤を散布する等の雪害軽減策が必要

である。 
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［具体的データ］ 

（谷口義則）  

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（業務・加工用） 

研究期間：2000～2016 年度 

表１　「夏黄金」の生育特性、収量性および子実特性

品　種　名 出穂期 成熟期 稈長 穂長 穂数 子実重 標準比 容積重 千粒重

系　統　名 月/日 月/日 cm cm 本/㎡ kg/a % g g

夏黄金 5/18 7/1 89 9.2 588 54.8 99 845 38.3
ゆきちから 5/18 7/2 94 9.3 623 55.5 100 836 39.5
銀河のちから 5/19 7/4 88 9.3 537 54.3 98 855 39.2
ナンブコムギ 5/18 7/1 102 10.8 560 41.2 74 836 43.9
注）2011年度を除く2008～2015年度の7カ年平均、東北農業研究センター水田ドリル播（生産力検定試験）成績

外観

中下

中下-下上

中中

下中

品質

表２　「夏黄金」の播性、障害・病害耐性

系　統　名 播 耐雪 穂発 耐倒 縞萎 赤か うどん 赤さ

品　種　名 性 性 芽性 伏性 縮病 び病 こ病 び病

夏黄金 Ⅴ 中 難 やや強 強 中 中 中

ゆきちから Ⅴ やや強 中 やや強 強 やや弱 強 強

銀河のちから Ⅳ やや弱 難 強 強 中 中 中

ナンブコムギ Ⅴ やや強 難 弱 弱 中 やや強 やや弱

 注）2007～2015年度の間に6～9年間実施した特性検定試験成績に基づいて判定した。

表３　「夏黄金」の製粉性、小麦粉の品質および小麦粉生地特性

　

系　統　名 灰分 たんぱく 製粉 灰分 たんぱく でんぷん当 吸水 バロリ

品　種　名 含量 含量 歩留 含量 質含量 アミロース 明度 赤み 黄色み 率 メータ

% % % % % ％ L* a* b* % ー値

夏黄金 1.65 13.2 72.2 0.41 11.8 29.9 88.4 0.63 12.8 63.5 62
ゆきちから 1.59 13.0 71.8 0.41 11.7 29.0 88.5 0.64 12.5 65.3 53
銀河のちから 1.52 13.2 73.6 0.38 11.9 30.5 88.5 0.66 12.3 64.4 87
１ＣＷ 1.57 13.3 73.9 0.47 12.5 31.8 88.6 0.53 14.0 66.8 73
ＨＲＷ 1.46 11.6 72.5 0.43 10.5 31.4 88.7 0.39 14.6 59.5 81
注）2008～2014年度の7カ年平均、東北農業研究センター水田ドリル播（生産力検定試験）の生産物について分析。

　１ＣＷとＨＲＷはそれぞれカナダとアメリカ合衆国から輸入されている硬質小麦銘柄である。

　製粉はビューラー式試験製粉機で行い、その60%粉を用いて品質分析を行った。ファリノグラムは小麦粉生地の

　特性を調べる装置で、バロリメーター値は生地形成状態を総合的に示し、大きいほど生地物性が強い。

表４　「夏黄金」のパン生地特性、製パン適性および中華めん製めん適性

　

系　統　名 生地の 伸張 伸長 形状 加水 こね 比容積 官能

品　種　名 力の程度 抵抗 度 係数 量 時間 試験 １日後 ゆで直 合計

c㎡ B.U. mm ml 分 合計点 色相 後食感 点

夏黄金 132 445 225 2.0 64 5:48 5.82 77.6 14.5 15.2 73.3
ゆきちから 72 239 212 1.1 66 4:23 5.12 68.8 14.4 14.4 71.6
銀河のちから 164 817 162 5.1 64 11:46 5.45 76.0 14.4 14.4 72.3
１ＣＷ 121 452 201 2.2 65 5:30 5.94 82.6 13.4 14.2 69.7
ＨＲＷ 143 654 170 3.9 61 8:38 5.88 80.5 13.7 14.0 69.4
注）分析材料は表３に同じ。エキステンソグラムはパン生地の特性を調べる装置で、伸張抵抗は生地を延ばすのに

　必要な力、伸長度は切れるまでに伸びた距離、生地の力の程度は伸張抵抗と伸長度との両方の特性を合わせた値

　で３特性値とも大きいほどパン用に適する。形状係数は伸張抵抗を伸長度で除したもの。製パン試験は北海道農

　業研究センターに委託し、小麦粉100gで実施。官能試験の合計点の配点は100点。中華めん試験は旧食品総合研究

　所の方法に準拠し、官能評価項目の一部を掲載した。1日後色相とゆで直後食感の配点は20点、合計は100点。

エキステンソグラム（135分）

原　粒

官能試験

60％粉 ファリノグラム

色相

製パン試験 中華めん試験
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研究担当者：谷口義則、伊藤裕之、平将人、中村和弘、吉川亮、前島秀和、池永幸子、中

村俊樹、石川吾郎、池田達哉、伊藤美環子、齋藤美香、氷見英子 

発表論文等：谷口ら「夏黄金」品種登録出願第 31808 号(2017 年 2 月 13 日出願） 
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［成果情報名］早生・短稈で多収の麦味噌用裸麦新品種「長崎御島」 

［要約］長崎県と共同育成した六条裸麦新品種「長崎御島」は、「御島裸」と比較して、出

穂期で 7 日、成熟期で 5 日程度の早生で、短稈で倒伏に強く成熟期の稈の折れが少ない。

整粒歩合が高く多収である。精麦品質は類似しており、麦味噌原料に適する。 

［キーワード］ハダカムギ、半数体育種、早生、短稈、耐倒伏性、麦味噌 

［担当］西日本農業研究センター・作物開発利用研究領域・畑作物育種グループ 

［代表連絡先］電話 0877-62-0800 
［分類］普及成果情報 

［背景・ねらい］ 

長崎県において作付けされている裸麦品種「御島裸」は、味噌加工適性に優れ高級味

噌原料用として実需者からのニーズが非常に高いが、晩生で、長稈で倒伏しやすく、収

量が不安定であることから栽培面積は減少の一途をたどり、需給のミスマッチを生じて

いる。実需者が求める品質の麦味噌原料を安定的に供給するために、「御島裸」の味噌

加工適性を維持しつつ栽培上の特性を改善した裸麦品種を育成する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．「長崎御島」は長崎県と西日本農業研究センターの共同研究で育成した渦性の六条裸

麦である。「御島裸」並みの麦味噌加工適性を持ち、その生育特性を改良した裸麦を育

種目標として、「御島裸」を母に、「イチバンボシ」を父として交配を行い、バルボッ

サム法による半数体育種で早期固定を図り、生育特性に加え、実需者による精麦品質や

麦味噌適性評価によって選抜してきたものである。 

２．播性程度は V で、「御島裸」より出穂期で 8 日、成熟期で 4 日程度早く、ともに「イ

チバンボシ」より 1 日程度遅い早生である（表１）。 

３．稈長は「イチバンボシ」と同等で、「御島裸」より 15cm 程度短く耐倒伏性が優れる

（表１）。またこれまでの栽培試験において、「御島裸」のような成熟期の稈の折れ（中

折れ）は認められていない。 

４．収量性は「イチバンボシ」と比較するとやや低いが、「御島裸」より 2 割程度多収で

ある（表１）。 

５．千粒重は「御島裸」よりやや重く、整粒歩合は約 10 ポイント高いが、ともに「イチバ

ンボシ」と比べると低い（表１）。 

６．原麦の外観品質が良い（表１）。 

７．穀粒硬度・60%搗精時間・砕粒率は「御島裸」に近く、やや硬質である。精麦白度は「イ

チバンボシ」並に高い（表１）。 

８．麦味噌加工における麹特性は「御島裸」とほぼ同等である。熟成味噌の物性は“かた

さ”が硬く“付着性”が低い傾向にあるが、それ以外の項目はほぼ同等である（表２、

図１）。味噌食味試験の総合評価は「御島裸」と同等である（表２）。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：裸麦生産者、精麦会社・麦味噌会社など大麦加工事業者  
２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：長崎県で 2017 年度に奨励品種採用予定で、

五島市など長崎県内の裸麦作付け地帯において「御島裸」代替品種として 200ha の作付

けを図る。  
３．その他：生育時の諸条件によっては倒伏する危険があるので、極端な多肥栽培は避け

る。うどんこ病・赤かび病には強くないので、発生が懸念されるときは適期防除を行う。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（吉岡藤治、髙橋飛鳥）  

［その他］ 

研究担当者：吉岡藤治、土谷大輔（長崎農技セ）、下山伸幸（長崎農技セ）、段口貴大（長

崎農技セ）、髙橋飛鳥、柳沢貴司、長嶺敬 

発表論文等： 

1)段口ら「長崎御島」品種登録出願第 31821 号（2017 年 2 月 15 日） 

試験地

系統・品種名 長崎御島 イチバンボシ 御島裸 長崎御島 イチバンボシ 御島裸

播性の程度 Ⅴ Ⅴ Ⅲ － － －

出穂期（月.日） 3.30 3.29 4.07 3.20 3.19 3.31

成熟期（月.日） 5.16 5.15 5.20 5.14 5.14 5.18

稈長（cm） 81 79 96 83 82 100

穂長（cm） 5.3 5.6 5.6 5.2 5.5 5.5

穂数（本/㎡） 459 389 380 516 493 441

耐倒伏性 やや強 やや強 弱 － － －

うどんこ病抵抗性 中 中 やや強 － － －

赤かび病抵抗性 やや強 中 やや強 － － －

オオムギ縞萎縮病抵抗性 極強 極強 強 － － －

子実重（kg/a） 38.0 40.0 31.3 45.0 51.1 37.9

対標準比(%) 95 100 79 88 100 74

整粒歩合(%)(>2.0mm) 83.5 88.9 72.6 83.0 88.5 74.9

容積重(g) 835 828 815 844 837 849

千粒重(g) 30.7 33.5 29 31.6 34.1 29.7

原麦粒の見かけの品質 上の下 中の上 中の中 上の下 中の上 上の下

外観品質（検査等級
※
） 1.9 2.3 2.8 2.5 3.3 2.0

SKCS硬度(HI) 71.7 62.1 75.6 － － －

60%搗精時間(分:秒） 5:48 4:41 5:55 5:26 4:38 6:13

精麦白度(%) 49.2 50.7 45.9 50.8 50.6 44.3

砕粒率(%) 3.8 8.8 1.2 4.0 10.8 1.6

栽培条件・試験年度

※検査等級：1（1等上）～3（1等下），4（2等上）～6（2等下），7（規格外）の7階級評価

ドリル播標き標準施肥（2010～2014年度） ドリル播き慣行施肥（2012～2014年度）

表1　「長崎御島」の生育および品質特性

長崎県農林技術開発センター 長崎県五島市

長崎御島 御島裸

麦麹α-アミラーゼ(U/g麹) 41.2 48.6
糖化力(U/g麹) 0.5 0.5

ｐＨ 4.9 4.9
色度Y 16.4 16.0
直接還元糖(%) 16.3 15.0
糖分解率(%) 48.7 44.4
かたさ荷重(N) 4.20 3.57

付着性(J/m-3) 981 1275

総合評価 2.7 2.9

表２　「長崎御島」の麦味噌品質

長崎県農林技術開発センターにおけるドリル播標肥栽培（2011～2013年

度）の生産物を供試し、長工醤油味噌協同組合の分析による。食味試験は

同製品について長崎県産麦育成研究会裸麦分科会で実施し、1（不良）～3

（普通）～5（良）の5階級評価

系統・品種名

麹特性

熟成味噌分析

味噌食味試験

図１ 短熟味噌（上）と長熟味噌（下）

左：長崎御島、中：イチバンボシ、右：御島裸

長工醤油味噌協同組合による試作品
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［成果情報名］縞葉枯病抵抗性で良質良食味の水稲新品種候補系統「中国 209 号」 

［要約］「中国 209 号」は、温暖地西部では“やや早”熟期の粳系統である。「朝の光」よ

りも高温登熟性に優れ、良食味・多収であり、縞葉枯病に抵抗性である。群馬県の二毛作

地帯を中心に主食用品種として作付けされる。 

［キーワード］イネ、玄米品質、良食味、縞葉枯病抵抗性 

［担当］西日本農業研究センター・水田作研究領域・水稲育種グループ 

［代表連絡先］電話 084-923-4100 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

温暖地東部の米麦二毛作地帯では二毛作に適する水稲品種として「朝の光」等が作付け

されてきたが、玄米の外観品質が安定せず、特に、登熟期間が高温で経過すると著しく品

質が低下することが問題となっている。このため、｢朝の光｣熟期で、登熟期間が高温で経

過しても玄米品質が「朝の光」より優れ、良質良食味で縞葉枯病抵抗性を備えた品種が求

められている。  
［成果の内容・特徴］ 

１．「中国 209 号」は、縞葉枯病抵抗性を有する良質良食味品種の育成を目標として、「中

国 186 号」と「中系 2826」(後の「中国 190 号」)との交配後代より育成した粳系統であ

る(表１)。  
２．育成地での普通期移植栽培における出穂期および成熟期は、いずれも「朝の光」より

3 日早い。群馬県前橋市における出穂期および成熟期は「朝の光」よりそれぞれ 1 日お

よび 2 日遅く、館林市では出穂期は 1 日早く、成熟期は 1 日遅い。温暖地西部では“や

や早”、温暖地東部の群馬県では“やや晩”の熟期に属する(表 1)。 
３．｢朝の光｣と比較して、稈長は長く、穂長はやや短い。穂数は育成地および前橋市では

少なく、館林市ではやや少ない。草型は“中間型”である(表 1)。 

４．いもち病真性抵抗性遺伝子“Pii”を持つと推定され、圃場抵抗性は葉いもちが“中”、

穂いもちが“やや強”である。縞葉枯病には“抵抗性”で、白葉枯病抵抗性は“やや強”

である。穂発芽性は“やや難”である。耐倒伏性は“強”である(表 1)。 

５．玄米重は育成地では｢朝の光｣と同程度、前橋市および館林市ではそれぞれ 6%、4%多

い(表 1)。玄米千粒重は育成地では 21.6g、群馬県では 23g 前後であり、粒大は“中”で

ある(表 1)。 

６．「朝の光」と比較して、玄米の外観品質は育成地ではやや優れ、群馬県の普通期植で

は同程度であり、早植栽培では優れる(表 1、図 1)。群馬県で出穂後 20 日間の日平均気

温が 27 度を超えた場合には「朝の光」よりも玄米外観品質が優れる(図 2)。  
７．食味は育成地および群馬県で良食味品種の「あきさかり」および「ゴロピカリ」並に

良好である(表 1、表 2)。 
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：温暖地の生産者。 

２．普及予定地域・普及予定面積：群馬県で奨励品種(認定)として採用予定である。群馬

県内の二毛作地帯を中心に、2017 年度は数 ha、数年後には 200ha、将来的にはさらに普

及が進む見込みである。 

３．その他：育成地での高温登熟性が“中”程度であるため、今後の気象条件の変動に注

意する。  

 

  

62



［具体的データ］ 

表１ 「中国 209 号」の特性概要 

 

表２  群馬県における食味試験成績  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出田  収）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2005～2016 年度 

研究担当者：出田収、重宗明子、中込弘二、石井卓朗、松下景、春原嘉弘、前田英郎、 

図 2 群馬県における「中国 209 号」および「朝の光」 

の玄米品質(1:極優れる～9:極劣る) (2012 年～2016 年) 

 

 

「中国 209 号」   「朝の光」  「ゴロピカリ」 

図１ 群馬県の早植栽培の玄米(2016 年) 
 

系統名

品種名

中国209号 0.20 0.15 0.10

朝の光 -0.36 -0.26 -0.35
注1) 試験年次：2012～2016年、試験回数：20回。

注2) 5段階評価(-2、-1、0、+1、+2)による結果を「ゴロ

　   ピカリ」を基準(0)として換算した値の平均。

総合 光沢 粘り

(-2～+2) (-2～+2) (-2～+2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20 22 24 26 28 30

玄
米

品
質

出穂後20日間の日平均気温(℃)

◇ ： 中国209号

＊ ： 朝の光

中国209号 交配組合せ：中国186号/中系2826(中国190号)

中国209号
標準

朝の光
比較

あきさかり 中国209号
標準

朝の光
比較

ゴロピカリ 中国209号
標準

朝の光
比較

ゴロピカリ

やや早 やや早 やや早 やや晩 やや晩 やや晩 やや晩 やや晩 やや晩

やや早 やや早 やや早 やや晩 やや晩 やや晩 やや晩 やや晩 やや晩

中間型 中間型 偏穂数型 中間型 中間型 偏穂重型 中間型 中間型 偏穂重型

6月3日 6月3日 6月3日 6月25日 6月25日 6月25日 6月2日 6月2日 6月2日

8月5日 8月8日 8月4日 8月25日 8月24日 8月27日 8月13日 8月14日 8月16日

9月14日 9月17日 9月13日 10月12日 10月10日 10月12日 9月24日 9月23日 9月27日

85 78 80 85 79 89 84 80 87

20.4 21.9 18.8 19.0 20.0 20.9 19.2 20.1 20.8

333 399 409 376 410 374 388 395 350

有・先端のみ 有・先端のみ 無 - - 有・先端のみ - - -

極短 短 - - - 中 - - -

白 白 白 - - 白 - - -

難 難 難 - - 難 - - -

強 強 やや強 - - やや強 - - -

中 弱 やや強 - - - - - -

やや難 中 中 - - やや難 - - -

遺伝子型 Pii Pia,i Pia,i - - Pii - - -

葉いもち 中 中 やや弱 - - やや強 - - -

穂いもち やや強 強 中 - - やや強 - - -

抵抗性 抵抗性 罹病性 - - 抵抗性 - - -

やや強 - 中 - - やや強 - - -

55.8 56.0 53.5 65.3 61.5 62.5 60.9 58.3 52.5

100 100 96 106 100 102 104 100 90

21.6 21.7 21.5 22.8 22.3 24.1 23.0 22.8 24.1

4.7 5.4 4.6 4.2 4.4 6.1 2.8 5.4 7.5

上中 中上 上中 上中 中上 上中 上中 中上 上中

7.2 7.3 6.8 8.2 8.5 8.0 7.4 7.6 7.5

16.5 17.6 16.4 - - - - - -

1)：玄米品質は1(極優れる)～9(極劣る)の9段階評価。

2)：群馬県の玄米品質は、1～3：品位1等級相当、4～6：品位2等級相当、7～8：品位3等級相当、9：規格外として評価。

3)：育成地のアミロース含量はビーエルテック社オートアナライザーで測定。

4)：育成地のタンパク含有率はサタケ米粒食味計RLTA10Aで測定(水分15％換算)。群馬県は静岡精機GS-2000で測定(drybase値)。

蛋白含有率(%)

アミロース含有率(%)

普通期植・標肥

2015～2016年度

群馬県農業技術センター(前橋市)

白葉枯病抵抗性

玄米重(kg/a)

玄米重標準比(%)

玄米千粒重(g)

玄米品質1)

食味

脱粒性

耐倒伏性

高温登熟性

普通期植・標肥

2012～2016年度

穂発芽性

いもち病
抵抗性

縞葉枯病抵抗性

稈長(cm)

穂長(cm)

穂数(本/㎡)

芒の有無・分布

最長芒の長さ

ふ先色

系統名

系統名・品種名

出穂期の早晩性

成熟期の早晩性

採用県および
普及見込み面積

成熟期(月日）

調査地

栽培条件

調査年次

草型

移植日(月日）

群馬県
西毛・中毛・東毛地域の米麦二毛作地帯を中心に200ha

西日本農業研究センター(育成地） 群馬県農業技術センター(館林市)

早植栽培・標肥

2012～2016年度

出穂期(月日）
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飯田修一  

発表論文等：出田ら、品種登録出願予定(2017 年 2 月) 
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［成果情報名］耐倒伏性に優れる早生の飼料用米水稲新品種候補系統「岩手 122 号」 

［要約］「岩手 122 号」は、寒冷地中部では、出穂期、成熟期とも“かなり早”の粳系統で

ある。岩手県で栽培されている飼料用米品種「つぶみのり」に比較して、耐倒伏性が強く、

いもち病に強く、安定多収である。 

［キーワード］飼料用米、早生、耐倒伏性 

［担当］東北農業研究センター・水田作研究領域・水稲育種グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8536 
［分類］普及成果情報  
 

［背景・ねらい］ 

米粉、飼料用米等の普及拡大のために、地域に適した多収稲品種の育成が求められてい

る。東北地域中北部では、多収性に耐冷性、耐病性等を付与する必要があり、品種育成を

効率的に進めるために東北農業研究センター、青森県産業技術センター、岩手県の 3 者で

多収稲品種育成の共同研究を行っている。岩手県中北部の現行飼料用米品種「つぶみのり」

は、倒伏しやすいことが問題となっており、生産現場から耐倒伏性を強化した早生の飼料

用米品種を強く求められてきた。そこで、早生で耐倒伏性に優れる品種を東北農業研究セ

ンターと岩手県で共同育成する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．「岩手 122 号」は、東北農業研究センターにおいて 2009 年に、早生で大粒・多収の「羽

系飼 1170」を母とし、いもち病抵抗性、耐冷性に優れる「岩手 95 号」を父として交配が

行われ、雑種集団養成、圃場における立毛個体選抜およびいもち病圃場抵抗性遺伝子 pi21
と連鎖する DNA マーカー（RM1359）を用いた選抜の後、岩手県農業研究センターにお

いて系統選抜・固定が行われた粳系統である。 

２．岩手農業研究センターにおける出穂期、成熟期は「つぶみのり」よりやや早く、出穂

期、成熟期とも“かなり早”である（表１）。 

３．稈長、穂長は「つぶみのり」よりやや短く、穂数は少ない。草型は“穂重型”である

（表 1）。 

４．耐倒伏性は“強”で、「つぶみのり」より明らかに少ない（表 1）。 

５．いもち病真性抵抗性遺伝子は“Pii”と推定され、葉いもち圃場抵抗性は“かなり強”、

穂いもち圃場抵抗性は“かなり強”である（表 1）。いもち病圃場抵抗性遺伝子 pi21 を

保有していると推定される。  
６．障害型耐冷性は“やや強”である（表 1）。  
７．粗玄米重は「つぶみのり」と同等で多収である（表 1）。  
 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：飼料用米生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：岩手県中北部。「つぶみのり」生産地域 

に 1,200ha（2020 年目標）。2017 年 2 月に岩手県の飼料米奨励品種に採用予定。 

３．その他：本系統は、東北農業研究センター、青森県産業技術センター、岩手県の共同

研究「東北地域中北部向け多収稲品種の共同育成」に基づき育成された。 
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［具体的データ］ 

表 1 「岩手 122 号」の特性概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 「岩手 122 号」と「つぶみのり」の倒伏程度  

                    （太田久稔）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（業務・加工用） 

研究期間：2009～2011 年度 

研究担当者：小舘琢磨（岩手農研）、太田裕貴（岩手農研）、藤岡智明（岩手農研）、仲

條眞介（岩手農研）、野々上慈德（元岩手農研）、小綿寿志（岩手県）、菅原浩視（岩手

調査地 岩手県農業研究センター

栽培条件

調査年次

系統名・品種名 岩手122号 つぶみのり 岩手122号 つぶみのり

出穂期の早晩 かなり早 早

成熟期の早晩 かなり早 かなり早

草型 穂重 中間

出穂期(月.日) 7.26 7.31 8.03 8.05

成熟期(月.日) 9.09 9.15 9.22 9.29

稈長(cm) 84 91 71 76

穂長(cm) 19.0 19.7 18.5 18.3

穂数(本／㎡) 355 531 321 447

耐倒伏性 （倒伏程度） 強(0.0) やや弱(4.7) (0.0) (0.4)

耐冷性 やや強 やや強

いもち病 遺伝子型 Pii Pia,Pib

抵抗性 葉いもち かなり強 やや強

穂いもち かなり強 中

粗玄米重(kg／a) 73.9 74.0 76.3 75.2

玄米重標準比(％) 100 100 101 100

玄米千粒重(g) 24.0 22.0 24.0 22.6

玄米品質 7.5 7.7 5.6 3.6

注）倒伏程度は0(無)から5(甚)の6段階評価、玄米品質は上上から下下の9段階評価。

移植・標肥区(14kgN/10a) 移植・標肥区(13kgN/10a)

2013年～2016年 2016年

軽米町(奨決調査)
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県）、佐々木力（岩手県）、太田久稔、山口誠之、福嶌陽、梶亮太、中込弘二  
発表論文等：太田ら、品種登録出願予定（2017 年）  
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［成果情報名］4-HPPD 阻害型除草剤感受性を判別する分子マーカー 

［要約］DNAマーカーHIS28DELを用いることで、新規需要米向け水稲品種「モミロマン」「ハ

バタキ」などに由来する 4-HPPD阻害型除草剤感受性の選抜が可能となり、抵抗性と感受性

を容易に判別することができる。 

［キーワード］イネ、飼料用稲、多収品種、4-HPPD阻害型除草剤、DNAマーカー 

［担当］中央農業研究センター・作物開発領域・稲育種グループ 

［代表連絡先］電話 025-523-4131 

［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］ 

 SU耐性雑草の対策として 4-HPPD阻害型除草剤の開発・普及が進んでおり、除草剤製品の

3割以上を占めるに至っている。しかし、飼料用稲品種などの新規需要米向け多収水稲品種

のなかには、4-HPPD 阻害型除草剤に対して白化・枯死などの感受性を示す品種が報告され

ている。これらの感受性品種については 4-HPPD阻害型除草剤を使用しないように周知を行

っているが、現在でも薬害の報告は続いている。品種育成の現場においても除草剤感受性の

選抜は進んでおらず、「とよめき」や「オオナリ」など新たな感受性品種が登録されている。

そのため、育種現場で利用可能な除草剤感受性に関する選抜マーカーを開発する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．2010年にイネ品種・系統の 4-HPPD阻害型除草剤に対する感受性を決定する遺伝子とし

て単離同定された HIS1 について、主要な感受性品種の塩基配列を抵抗性品種と比較した

ところ、感受性品種の HIS1は 4つの変異型に分類できる（図 1）。 

２．「モミロマン」などの主要な感受性品種は第 4エキソンに 28bpの欠失があり、この領域

を増幅する DNAマーカーHIS28DELを設計した。HIS28DELは、抵抗性品種から 280bp、感受

性品種から 252bp の断片を増幅する共優性マーカーであり、2％アガロースゲル電気泳動

で両者の識別が可能となる（図 2）。 

３．28bp 欠失型以外のいずれの変異型についても１塩基置換を利用した優性マーカーを設

計し、判別を可能とした。例えば IR8 型の判別マーカーHIS-IR8 を用いた場合は、感受性

品種にのみ約 500bpの断片が増幅される（図 3）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：全国の水稲育成機関 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：新規需要米向け水稲品種の育種に取り組む

すべての公設試験研究機関、国研、民間への普及を見込む。 

３．その他：本マーカー配列および本マーカーを用いた対立遺伝子の判別および品種育成選

抜法については特許登録済であり、利用には許諾が必要である。 

  

68



［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 除草剤感受性遺伝子 HIS1 遺伝子の構造と感受性品種に確認された４つの変異型 

（赤の三角は欠失変異、赤線は１塩基置換を示す） 

 

                               表 1 各品種の HIS1 遺伝子型と選抜マーカー 

                                  よる増幅産物の断片長 

 

 

 

 

 

 

図 2 HIS28DEL による PCR 産物の泳動結果 

（☆印は、28bp 欠失型の感受性品種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 HIS-IR8 による PCR 産物の泳動結果 

（△印は、IR8 型の感受性品種） 

                      （前田英郎） 
 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2009～2016年度 

研究担当者：前田英郎、村田和優（富山県農技セ）、川田元滋、大島正弘、吉田均、廣瀬
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咲子、川岸万紀子、谷口洋二郎、山田祐司（SDSバイオテック）、関野景介（SDSバイオテ

ック）、山崎明彦（SDSバイオテック）、安東郁男、加藤浩 

発表論文等： 

1) 川田ら「4-HPPD 阻害剤に対する感受性を判定する方法」特開 2014-011967(2014 年 1 月

13日) 

2）加藤ら「4-HPPD阻害剤に対する抵抗性又は感受性が高められた植物」特開 2012-550943

（2012年 7月 5日） 
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［成果情報名］縞葉枯病抵抗性で糖含量が高い稲発酵粗飼料専用品種「つきすずか」 

［要約］「つきすずか」は、「たちすずか」と同様に牛に消化されやすい茎葉の割合が高く、

サイレージ発酵に必要な糖含量が高い。縞葉枯病に抵抗性であるため、稲麦二毛作地帯な

どの縞葉枯病が発生しやすい地域での稲発酵粗飼料生産に適する。 

［キーワード］イネ、稲発酵粗飼料、WCS、縞葉枯病抵抗性、糖 

［担当］西日本農業研究センター・水田作研究領域・稲育種グループ 

［代表連絡先］電話 084-923-4100 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

稲発酵粗飼料用品種「たちすずか」は、耐倒伏性に優れ、牛に消化されやすい茎葉の割

合が高く、サイレージ発酵に必要な糖の含有率が高いことから、主に関東以西で普及が進

んでいる。しかし、縞葉枯病に対して罹病性であり、稲麦二毛作地帯などの縞葉枯病が発

生しやすい地域では、箱施与剤による防除を行っても生育後半では発病し減収しやすい。

そこで、縞葉枯病に抵抗性で、茎葉収量が高い稲発酵粗飼料専用品種を育成する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．「つきすずか」は、飼料特性が優れる「中国飼 198 号（後の「たちすずか」）」を母、

縞葉枯病に抵抗性である「ホシアオバ」に由来する突然変異体「多収系 1066」を父とす

る交配後代より育成した品種である（表 1）。 

２．出穂期は「たちすずか」並であり、育成地（瀬戸内沿岸部）では“かなり晩”に属す

る（表 1）。出穂特性の感光性程度は「たちすずか」並かやや強く、移植時期の変動によ

る出穂期の変動が小さい（表 2）。 

３．稈長は「たちすずか」並の“極長稈”である。穂長は「たちすずか」より短く、穂数

は「たちすずか」並である（表 1）。 

４．縞葉枯病に抵抗性であり（表 1）、現地試験においても「たちすずか」より明らかに発

病程度は小さい（図 1）。いもち病に対しては、真性抵抗性遺伝子“Pib、Pik-m、Pi20”

を持つと推定される。葉いもち、穂いもちともに圃場抵抗性程度は不明である。白葉枯

病抵抗性は“強”である（表 1）。 

５．黄熟期乾物収量は「たちすずか」並であり、籾重割合は「たちすずか」より少ない 2.8

％程度である。推定 TDN 収量は「たちすずか」並であり、黄熟期における稲体の糖含有

率は 17％程度で、「たちすずか」よりやや高い（表 1）。 

６．晩植と疎植を組み合わせた栽培条件での採種試験における「つきすずか」の採種量は

「たちすずか」並で、300kg/10a 程度の種子を生産することができる（図 2）。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：稲発酵粗飼料生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積：縞葉枯病が発生しやすい北関東地域の稲麦二毛作地帯

への約 600ha の普及見込みに加え、「たちすずか」がすでに普及している地域にも普及

見込みである。 

３．その他：穂発芽性が“易”であるため、採種においては刈遅れに注意する。  
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1）全穎花が退化し出穂しない稈を
含む。 
2）0（無倒伏）～5（全面倒伏）の 6 段
階評価。 
3)2014～2016 年の平均値。 
4）近赤外分光分析による推定値。 
（畜草研の式： 
TDN=16.651+1.495*(Occ+Oa)-
0.012*(Occ+Oa)2)。 
5）HPLC 法による分析（2014～2016
年産サンプル、食品分析センター
SUNATEC）。 
6）平均移植日：6 月 4 日、栽植密度
：2013年20.8株/ｍ2、2014～2016年
18.5 株/ｍ2。植付本数：3 本。平均窒
素施肥量：1.49kg/a。 
7)平均播種日：5 月 15 日。播種密度
：120 粒/ｍ2。播種方法：代掻き落水
後に催芽種子を表面散播。平均窒
素施肥量 1.50kg/a。 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

（中込弘二） 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ(収益力向上） 

研究期間：2008～2016年度 

つきすずか 組合せ：中国飼198号（たちすずか）/多収系1066
温暖地・暖地の平野および中山間地域
西日本農業研究センター（広島県福山市）

つきすずか たちすずか タチアオバ つきすずか たちすずか
かなり晩 かなり晩 かなり晩 - -
茎葉 茎葉 穂重 - -
9.03 9.02 9.02 9.03 9.02
10.03 10.03 10.20 10.02 10.03
121 119 110 120 117

12.9 14.8 24.9 14.8 14.0

286 286 248 406 367

有・先端のみ 有・先端のみ有・先端のみ - -

短 短 中 - -
白 白 褐 - -
難 難 難 - -

極強（0.0） 極強（0.0） かなり強（0.1） (1.5) (0.0)

不明 不明 不明 - -
易 中 難 - -

抵抗性 抵抗性 抵抗性 - -
いもち病 遺伝子型 Pib,Pik-m,Pi20 Pib,Pita,Pi20 Pia,Pii - -
抵抗性 葉いもち 不明 不明 中 - -

穂いもち 不明 不明 やや強 - -
抵抗性 罹病性 抵抗性 - -
強 極強 中 - -
173 170 189 197 194
102 100 111 101 100

2.8 7.1 34.5 1.8 4.8

53.0 54.2 52.6 - -

95 99 104 - -

24.2 22.7 22.8 - -

17.5 16.2 5.4 - -

普通期移植栽培・多肥6） 直播（散播）栽培・多肥7）

2013～2016年 2014～2016年

品種名
栽培適地
調査地

栽培条件

調査年次
品種名
出穂期の早晩性
草型
出穂期（月.日）

耐冷性

黄熟期（月.日）
稈長(cm)

穂長(cm)3）

穂数（本/㎡）1）3）

芒の有無・分布

表1　「つきすずか」の特性概要（育成地の多肥移植栽培、および多肥直播栽培）

玄米千粒重（g）3）

糖含有率（％）5)

黄熟期乾物重(kg/a)
同上比率(%)

籾重割合(%)3）

推定TDN含量（％）3）4）

推定TDN収量（kg/a)3）

穂発芽性
4-HPPD阻害型除草剤

縞葉枯病抵抗性
白葉枯病抵抗性

最長芒の長さ
ふ先色
脱粒性

耐倒伏性（倒伏程度）2）

年次 品種名 移植 出穂 移植 出穂 移植 出穂 移植 出穂 出穂差
月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 （日）

2014 つきすずか 8.28 9.04 9.07 - - 10

たちすずか 8.27 9.04 9.09 - - 13

2015 つきすずか - - 9.06 9.09 9.10 4

たちすずか - 9.05 9.10 9.15 10
2016 つきすずか - - 8.30 9.04 9.06 7

たちすずか - 8.30 9.07 9.08 9

表2　移植日による出穂期の変動

7.01
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出穂差：最も遅く出穂した試験区の出穂日
から最も早く出穂した試験区の出穂日を引
いた値。 

図２ 「つきすずか」と「たちすずか」の採種量の比較 
2014 年 6 月 18 日移植、栽植密度 9.3 株/ｍ2、1 個体/株 
2015 年 7 月 1 日移植、栽植密度 8.3 株/ｍ2、1 個体/株 

図 1 普及予定地域における縞葉枯病の発生程度(2016 年） 
調査方法は｢発生予察事業の調査実施基準」に準ずる。 
発生程度は、0：無、１～5：少、６～11：中、11～30：多、31 以
上：甚である。 
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研究担当者：中込弘二、出田収、重宗明子、松下景、石井卓朗、春原嘉弘、飯田修一 

発表論文等：中込ら「つきすずか」品種登録出願第 30993号（2016年 3月 30日） 
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［成果情報名］ダッタンソバ「満天きらり」の加工時のルチン含量の変動要因 

［要約］「満天きらり」は微量のルチン分解酵素活性を持つため、粉へ加水後ルチンが徐々

に分解するが、従来品種よりルチンが多い食品を製造できる。分解速度は粉への加水率に

影響される。粉のルチン含量、ルチン分解酵素活性は年次/栽培地域で大きく変化しない。 

［キーワード］満天きらり、ダッタンソバ、ルチン含量、ルチン分解、加工 

［担当］北海道農業研究センター・畑作物開発利用研究領域・資源作物育種グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8393 

［分類］普及成果情報  
 

［背景・ねらい］ 

ダッタンソバ（Fagopyrum tataricum）はポリフェノールの一種のルチンを普通ソバの 100
倍程度多く含有する。しかし従来品種は食品加工時のルチン分解とそれに伴い生成する強

烈な苦味が問題である。近年、原因であるルチン分解酵素活性が極めて低い新品種「満天

きらり」を育成し、実需者からの問い合わせや増産計画が引きも切らない状況にある。し

かし、「満天きらり」も微量のルチン分解酵素活性を含んでいるため、各種食品加工時の

ルチン分解速度や残存程度を把握する必要が求められている。そこで、｢満天きらり｣の高

ルチン含量を活かした食品開発を確実にして一層の普及拡大を進めるため、粉への加水に

伴うルチン分解の消長を加水率ごとに把握しつつ、各種試作食品におけるルチン分解程度

を評価する。さらに、ルチン含量とルチン分解酵素活性の年次・産地間差を明らかにする。 
 

［成果の内容・特徴］ 

１．従来品種「北海 T8 号」の粉に加水すると直ちにルチンは分解され残存しないが、「満

天きらり」の場合はルチンの分解が徐々に進む（図 1）。 
２．「満天きらり」の粉への加水率 30%、45%では（それぞれ機械製麺、手打ち麺を想定）、

加水後 120 分後で 20%以下のルチンが分解し、100%、400%（それぞれパン、ガレットを

想定）では約 50%が分解する（図 1）。  
３．「満天きらり」の試作食品は「北海 T8 号」と比較しルチンが多く残存し、その残存率

には加水率が影響する（表 1）。  
４．北海道（雄武町）、熊本県（合志市）における「満天きらり」のルチン含量は 2,050 か

ら 2,390mg/100g 粉、ルチン分解酵素活性は 0.044 から 0.063nkat/g 粉の範囲で（１kat は、

1 秒に 1 モルの反応）、年次間、産地間で大きく変動しない（表 2）。  
 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：食品加工・販売業者 
２．普及地域・普及面積等：2016 年度の「満天きらり」作付けは北海道を中心に約 300ha

（約 200ha はオホーツク地域）。全国のソバ屋、外食チェーン、居酒屋チェーン、土産

物店、通販等で乾燥麺、パスタ、パン、茶、菓子等の食品が販売中。外食チェーンの年

間消費量は、麺 1 食 30g が 133 万食（玄ソバ 80 トンに相当）の見込み。  
３．加工のために粉へ加水処理をする場合、長時間放置するとルチンの分解が進むため、

速やかに加熱や乾燥等の工程に移し酵素反応を止めることが望ましい。  
４．北海道以外で栽培する場合、複数年栽培試験を実施し適性を判断する。  
５．「満天きらり」以外のダッタンソバ粉等の混入があるとルチン含量に影響を与えるた

め、混入防止マニュアルを作成し公表する予定である（2017 年春）。その試行版を一部

団体等に約 60 部配付している。  
６．即席麺、菓子・パンへの利用は農研機構等との特許許諾あるいは許諾を受けた企業か

らの原料調達が必要である（特許第 5887070 号、特許第 5950431 号 ）。  
７．実験動物を用いた急性毒性試験、亜急性毒性試験（28 日間反復投与試験）、微生物を

用いた細胞毒性試験（AMES 試験）にて「満天きらり」の粉は陰性である。  
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［具体的データ］ 

 

  
                （森下敏和、鈴木達郎、石黒浩二、野田高弘）  

 
［その他］ 
予算区分：その他外部資金（24 補正「機能性食品プロ」） 

研究期間：2013～2015 年度 

研究担当者：森下敏和、鈴木達郎、野田高弘、石黒浩二、芦澤順三（小林食品） 
発表論文等： 
1) Suzuki T. et al. (2015) Food Sci. Techol. Res. 21(5): 733-738 
2) Suzuki T. et al. (2015) J. Nutr. Sci. Vitaminol. 61(2): 175-181 
3) Suzuki T. et al. (2016) J. Agric. Chem. Env. 5:100-105 
4) 農研機構（ 2017）「ダッタンソバ新品種「満天きらり」への他のダッタンソバ混

加水率

粉（ダッタンソバ粉60％、小麦粉40％）に加水後、十分にかくはんし22℃で静置

図１ 粉へ加水後の経過時間とルチン残存率の時間変化
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満天きらり 70 49.8
北海T8号 70 0.00
満天きらり 61 31.0
北海T8号 61 0.00
満天きらり 28 88.5
北海T8号 28 11.3
満天きらり 400 26.6
北海T8号 400 0.22
満天きらり 45 91.7
北海T8号 45 0.15
満天きらり 30 92.3
北海T8号 30 2.87
満天きらり 45 91.8
北海T8号 45 0.53
満天きらり 30 94.1
北海T8号 30 0.49

生ソバ

生パスタ

ソバ乾麺

パスタ乾麺

表１　試作食品のルチン残存率

食パン

バター
ロール
パウンド
ケーキ

ガレット

北海道（雄武町）
2014 2,050 ± 39 0.052 ± 0.026
2015 2,050 ± 506 0.063 ± 0.023

熊本県（合志市）
春まき 2014 2,390 ± 140 0.044 ± 0.017

2015 2,240 ± 324 0.058 ± 0.015
夏まき 2014 2,340 ± 66 0.047 ± 0.016

2015 2,390 ± 181 0.056 ± 0.025
丸抜きの全粒粉を使用、平均±標準偏差
１katは、1秒に1モルの反応
播種期：
雄武町・6月上旬
合志市春まき・4月上旬、夏まき・8月下旬

栽培地、年次 ルチン ルチン分解

表２　「満天きらり」のルチン含量とルチン分解
酵素活性の地域・年次間差

（mg/100g） （nkat/g粉）
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入防止マニュアル」（ 2017 年春公開予定） 
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［成果情報名］多収でそばかす病に強く、耐倒伏性に優れるアルファルファ品種「ウシモスキー」 

［要約］アルファルファ「ウシモスキー」は北海道および北東北において多収で、2、3 番草

にその傾向が強い。「ハルワカバ」よりそばかす病罹病程度および倒伏程度は小さい。寒

地・寒冷地のアルファルフの安定栽培に利用できる。 

［キーワード］アルファルファ、多収、そばかす病、倒伏 

［担当］北海道農業研究センター・作物開発研究領域・飼料作物育種グループ 

［代表連絡先］電話 0287-37-7555 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

アルファルファはマメ科牧草で粗タンパク含量が高く、泌乳牛の採食性が高いことから、

高栄養飼料として世界的に利用されている。牧草地の強害雑草であるギシギシに使用する

除草剤に対する薬害が他のマメ科牧草に比べて軽微であることなどから、北海道における

アルファルファ栽培面積は 2000 年に約 8 千 ha であったものが、現在は約 5 万 ha へと急増

しており、今後さらに普及面積の拡大が予想される。2003 年に育成された「ハルワカバ」

は、草型が開張型のため倒伏程度が大きく、そばかす病の罹病程度もやや高い傾向があっ

た。アルファルファの安定栽培のため、耐倒伏性を改善し、「ハルワカバ」より多収で、

そばかす病に強く、十分な耐寒性をもつ品種を育成する。 
［成果の内容・特徴］ 

１．総乾物収量は試験期間での北海道 7 場所平均で主要流通品種の「ハルワカバ」「ケレ

ス」の双方より 108％の多収である（図 1）。 
２．秋季休眠程度が 4.9 と中程度で、北海道向きに育成された品種のなかでは最も秋季休

眠程度が小さく（表 1）、北東北においても標準品種に比べて多収を示す（図 1）。  
３．草丈は「ハルワカバ」よりやや高く、番草ごとに比べると、2、3 番草で差が大きくな

り、乾物収量も 2、3 番草で高くなる（表 1）。 

４．そばかす病罹病程度は明らかに小さい（図 1）。越冬性に関連する耐寒性および菌核病

の耐病性とも「ハルワカバ」と同じ“中～やや強”である。 

５．倒伏程度は「ハルワカバ」より小さく、「ケレス」と同程度である（図 3）。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：酪農家、飼料作物委託生産支援組織 

２．普及予定地域・普及予定面積：北海道・北東北、6,500ha 
３．その他 

1）2017 年度よりホクレンが種子を市販開始。 

2）チモシーとの混播の場合は競合力が強くチモシーを抑圧する傾向があるので、造成時

の播種量を標準播種量から４割程度削減した 0.3kg/10a とする（ここに「アルファルファ

品種「ウシモスキー」のチモシー混播時における適正播種量」の成果情報の URL を加え

る）。 
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［具体的データ］ 

    

図 １ 総 乾 物 収 量 （４ケ年 合 計 、青 森 、岩 手 、新 冠 は３年 ）の標 準 品 種 比 （％） 

  標 準 品 種 （北 海 道 ：「ハルワカバ」、青 森 ：「マキワカバ」、岩 手 ：「ネオタチワカバ」） 

比 較 品 種 （北 海 道 ：「ケレス」、青 森 と岩 手 ：「ヒサワカバ」）  

 

表 １ 秋 季 休 眠 性 と番 草 別 乾 物 収 量 ・草 丈  

 

 

図 ２ そばかす病 罹 病 程 度 （1:無 微 ～9:甚 ）    図 ３ 倒 伏 程 度 （1:無 微 ～9:甚 ）  

    品 種 間 差 異 が認 められたデータの平 均       品 種 間 差 異 が認 められたデータの平 均   

（廣井清貞） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金(農食事業） 

研究期間：1994～2016 年度 

研究担当者：廣井清貞、内山和宏、我有満、奥村健治、磯部祥子、山口秀和、高田寛之、

松村哲夫、牧野司(根釧農試)、佐藤尚親（雪印種苗）、林拓(上川農試)、酒井治（根釧農

形質 ウシモスキー ハルワカバ ケレス 評価基準 備考

秋季休眠性1) 4.9 2.2 4.0 1:極強-9:極弱 ３試験地2）

乾物収量  １番草 102 53.7 99 ３回刈をした４場所3)

     　       ２番草 112 31.5 101

     　       ３番草 116 18.2 105

草丈　　　　１番草 100 97 98 cm ３回刈をした４場所3)

　　　　　　　２番草 85 79 82 cm

　　　　　　　３番草 66 61 64 cm

１）秋季休眠性は数値が小さいほど寒地向け、大きいほど暖地向け。

２）札幌、芽室、紋別　　　３）北農研、天北支場、北見農試、十勝牧場

ﾊﾙﾜｶﾊﾞは実数
(kg/a)、他はﾊﾙﾜｶ
ﾊﾞ比(%)
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試）、出口健三郞（畜試）、安達美江子（ホクレン）、道場和也（ホクレン）、岩渕慶

（ホクレン）、大塚博志(ホクレン) 

発表論文等：廣井ら｢ウシモスキー｣品種登録出願第 29416 号(2015 年 3 月 2 日公表) 
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［成果情報名］ ホーネットシルクを原料にしたヘルスケア製品開発 

［要約］ スズメバチの幼虫が蛹になる前に作る繭から抽出したホーネットシルク“Hornet 

silk”を化粧品成分の国際名称として INCI に登録することで、この水溶液を爪の創傷修復

剤として製品化する道を拓く。 

［キーワード］ 新産業創出、シルク新素材、未知・未利用シルク 

［担当］ 生物機能利用研究部門・新産業開拓研究領域・新素材開発ユニット 

［代表連絡先］ 電話 029-838-6213 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

本研究は、シルクの新たな用途を見出して、新産業の創出を目指したものである。これ

までにホーネットシルク（スズメバチの幼虫が蛹になる前に作る繭から抽出したシルク）

がヘルスケア製品の原料として配合された実績はなく、化粧品原料としては未知・未利用

の天然素材である。通常、化粧品は複数の成分から構成され、どのような成分を配合した

かを成分表に明記して販売する。化粧品に配合し成分表に明記するためには、あらかじめ、

そ の 成 分 を 国 際 表 示 名 称 と し て 登 録 し て お く 必 要 が あ る 。 INCI(International 

Nomenclature of Cosmetic Ingredients)とは化粧品原料の国際命名法のことであり、その

ルールに基づいて命名された成分名を INCI 名と呼ぶ。INCI 名は化粧品成分の国際表示と

して通用する。そのため、”ホーネットシルク”を INCI 名として登録し、化粧品原料とし

て企業が使いやすい状況を整えることを目指し、ホーネットシルクを天然状態から単離・

精製する方法を確立し、成分・構造分析を行う。さらに、ホーネットシルクは、爪の主成

分であるケラチンが形成するタンパクの立体構造と同様の構造を形成することを明らかに

し、爪の修復材としての開発を行なう。 

 
［成果の内容・特徴］ 

１．ホーネットシルクに関しては、抽出・精製する方法（特許登録第 5234551 号）、およ

び安定な水溶液を作製する方法（国際出願 WO2014/192822）が農研機構オリジナルの技

術として確立されており、原料使用のための基盤技術は整っている。今回は、こうした

技術で抽出・精製された”Hornet silk”（ホーネットシルク）を化粧品原料として国際

表示するための国際登録を行う。登録作業は、INCI への申請をアート(株)が行い、農研

機構は申請手続きの支援を行う。 

２．“Hornet silk”（ホーネットシルク）がどのような特徴のタンパク質であるかを知る

ことは、化粧品原料としての適用を知る上で重要である。すでに、我々は、ホーネット

シルクがコイルドコイル構造を形成している可能性が高いことを明らかにしている。し

かし、コイルドコイル構造が形成していることを実証すること、および、形成形態の詳

細を知るためには、まだ多くの実験データが必要である。今回は、ホーネットシルクの

ゲルフィルム（特許第 5229769 号）を延伸することで生じる構造変化を解析することに

より、分子鎖中央部のコイルドコイル構造形成、および両末端の非晶（ランダムコイル）

構造の存在を明らかにする（図 1）。 

３．得られた構造情報から、ホーネットシルクはケラチンと類似の分子構造を有している

ことが示唆される。そこでケラチン部位創傷の修復材としての利用を考え、爪の修復液

として製品化を目指すアート(株)に技術移転を行う（図 2）。製造に必要な技術の基本

特許（国際出願 WO2014/192822）は農研機構発単独で有している。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：化粧品メーカー、医薬品メーカー 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国・全世界 

３．その他： 
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［具体的データ］ 

 

 

 

図１  ホーネットシルクゲルフィルムの延伸過程における構造変化  

(a) ホーネットシルクの 1 次構造のイメージ  。分子鎖中央部分はアラ

ニン (Alanine)リッチ、両末端付近はセリン (Serine)リッチ。  
(b) 延伸前のホーネットシルクの分子構造モデルとゲルフィルムの   
X 線回折像  
(c) 延伸後のホーネットシルクの分子構造モデルとゲルフィルムの   
X 線回折像  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 爪の創傷修復剤として開発されたホーネットシルク配合の水溶液 

 

                    （亀田恒德、吉岡太陽）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2011〜2015 年度 

研究担当者：亀田恒德、吉岡太陽 

発表論文等：INCI, ID: 31280, Trade Name: Hornet Silk （“Hornet Silk”が化粧品成分の国

Alanine リッチSerine リッチ

コイルドコイル非晶

延伸

β-シート

クロスβ -シート
（分子間水素結合）

（分子内水素結合）

クロスβ

クロスβ

β

実測X線回折アミノ酸配列

延伸前構造

延伸後構造

(a)

(b)

(c)
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際的表示名称（INCI）として国際命名法委員会より登録を受けた） 
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［成果情報名］ カラムナータイプのリンゴを正確に選抜できる DNA マーカーの開発 

［要約］ リンゴのカラムナー性の原因と考えられる挿入変異周辺のゲノム配列から設計し

た 3 種類のプライマーを用いた PCR により、カラムナータイプのリンゴを正確かつ簡便に

選抜できる。 
［キーワード］リンゴ、樹形、カラムナー、DNA マーカー、突然変異 

［担当］果樹茶業研究部門・リンゴ研究領域・リンゴ育種ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6453 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

リンゴ品種「McIntosh」の突然変異体として発見された「Wijcik」は、普通の栽培品種に

比べて節間が短く、側枝の発生が少ないため、細長い円柱状の樹形に生長する。これらの

性質はカラムナー性と呼ばれ、樹形が単純でコンパクトになるため、収穫やせん定などの

作業を省力化できると期待されている。本研究では、省力的なリンゴ生産への応用に向け

て、カラムナー性を引き起こした突然変異を同定し、そのゲノム構造の違いに基づいてカ

ラムナータイプのリンゴを早期選抜できる判別精度の高い DNA マーカーを開発する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．カラムナー性の原因遺伝子（カラムナー遺伝子）は、第10連鎖群の101kbの領域（リ

ンゴ公開ゲノム配列の18775-18876kb）に座乗する。 

２．カラムナー遺伝子の座乗領域には、突然変異の原因と考えられる8.2 kbのLTRレトロ

ポゾンが挿入されている。 

３．挿入変異の約16kb下流に位置し、「Wijcik」で特異的に発現するジオキシゲナーゼ遺

伝子がカラムナー遺伝子の有力な候補である。 

４．このジオキシゲナーゼ遺伝子を過剰発現させた形質転換タバコ（図1）及びリンゴ

（図省略）は、草丈と節間が短くなる。 

５．8.2 kb の挿入配列周辺に設計した 3 種類のプライマーNormal-F、Normal-R と Columnar-
R（図 2）を用いた PCR により、カラムナータイプのリンゴに特異的な 128 bp の断片を

増幅できる（図 3）。128 bp の断片の有無に基づいて、幼苗段階でカラムナータイプの

リンゴを正確に早期選抜できる。また、3 種類のプライマーを用いた PCR により増幅さ

れる約 250 bp の断片は、PCR が成功したかどうかを確かめるポジティブコントロール

として利用できる。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：リンゴ育種を行う国公立試験研究機関、大学法人 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：3 種類のプライマーを用いた PCR により増幅

される 128 bp の断片は、アガロースゲル電気泳動で簡便に検出できる。シーケンサーを

保有していない研究室でも利用可能な DNA マーカーであるため、国内外の幅広い育種現

場へ普及が期待される。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  野生型タバコ（SR1）とジオキシゲナーゼ遺伝子を過剰発現させた形質転換タ

バコ（系統 2-4、 2-9、 2-12）の草丈（A）と節間長（B）  
節間長は、上位 10 節の平均値を示す。Tukey-Kramer の多重検定により異符号間に 5%
水準で有意差あり  
 
 
 
 
 
 
 
 
図２「Wijcik」（変異型）と「McIntosh」（野生型）のカラムナー遺伝子座のゲノム

構造の模式図  
矢印はプライマーを、両矢印は PCR により増幅される断片のサイズを示す  
 
 
 
 

 
 
 
 
図３  3 種類のプライマーNormal-F、Normal-R と Columnar-R を用いた PCR により増

幅された 128 bp と約 250 bp の断片  
PCR には、「ふじ」とカラムナータイプの選抜系統 5-12786 の交雑実生 24 個体（1-
24）のゲノム DNA を使用した。表現型の N は普通樹形、C はカラムナー樹形を示す  
                          （岡田和馬、和田雅人）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（次世代ゲノム）、競争的資金（科研費） 

研究期間：2012〜2016 年度 

研究担当者：岡田和馬、和田雅人、森谷茂樹、片寄裕一、藤澤弘子、呉健忠、金森裕之、

栗田加奈子、佐々木晴美、藤井浩、寺上伸吾、岩波宏、山本俊哉、阿部和幸  
発表論文等：Okada K. et al. (2016) J. Plant Res. 129(6):1109-1126 
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［成果情報名］渋皮が簡単に剥ける早生のニホングリ新品種「ぽろすけ」 

［要約］「ぽろすけ」は「ぽろたん」より 1 週間程度早く収穫される早生の易渋皮剥皮性品

種である。「ぽろすけ」と「ぽろたん」は相互に受粉樹として利用できるため、両品種の

みを植栽すれば、渋皮の剥けやすい果実を安定生産することが可能である。 

［キーワード］ニホングリ新品種、易渋皮剥皮性、早生、受粉樹 

［担当］果樹茶業研究部門・品種育成研究領域・ナシ・クリ育種ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6453
［分類］普及成果情報

［背景・ねらい］ 

2007 年に品種登録されたニホングリ「ぽろたん」は、渋皮が簡単に剥けるという画期的

な特性から全国で普及が進んでいる。しかしながら、これまで易渋皮剥皮性品種は本品種

のみであったことから、渋皮の剥けやすい果実を収穫できる期間は「ぽろたん」の収穫期

間である 2 週間程度に限られ、渋皮の剥けやすいクリの生産拡大を図る上での障害となっ

ていた。また、クリは自家不和合性であるため結実を確保するためには受粉樹が必要であ

るが、「ぽろたん」の受粉樹として利用可能な品種はすべて渋皮剥皮が困難であったこと

から、受粉樹によっては渋皮の剥けにくい果実の混入が避けられないという問題があった。

そこで、「ぽろたん」とは収穫期が異なり、かつ「ぽろたん」の受粉樹として利用可能な

易渋皮剥皮性品種を育成する。

［成果の内容・特徴］ 

１．2004 年に果樹茶業研究部門において、極早生の育成系統 550-40 に早生の「丹沢」を交

雑して得られた実生から選抜した。2009 年から 2015 年までクリ第 7 回系統適応性検定

試験に供試して検討した結果、2016 年 2 月の同試験成績検討会において新品種候補とし

た。2016 年 6 月 9 日に品種登録出願し、9 月 29 日に出願公表された。  
２．渋皮剥皮性は「ぽろたん」と同程度で、鬼皮の上から果肉に達する程度の傷を入れて

加熱することで渋皮を容易に剥くことが可能である（図 1）。  
３．収穫期は「ぽろたん」よりも 1 週間程度早い 8 月下旬～9 月上旬で「丹沢」と同時期で

ある（表 1）。樹勢、収量及び双子果、腐敗果、虫害果の発生率は「丹沢」と同程度であ

る。裂果の発生は「丹沢」より若干少ない。

４．果実は「丹沢」や「ぽろたん」よりやや小さく、1 果重は 21g 程度である（表 2）。「ぽ

ろたん」、「丹沢」に比べて、果肉の色は黄色味が薄く、甘味、香気も若干少ない。肉質

はやや粉質で、「丹沢」と同程度である。

５．「ぽろすけ」と「ぽろたん」は相互に交雑和合で（表 3）、これらのみを植栽した園地

では渋皮の剥けやすい果実のみを安定して収穫することが可能となる。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：クリ生産者、クリ加工事業者等 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国のクリ栽培地帯で栽培可能であり、

「ぽろたん」より早生の渋皮剥皮性が容易な品種として普及が期待される。(許諾苗木生

産業者数 48 社)。 

３．その他：苗木販売は 2017 年秋季より開始予定。全国における試作試験では、小果であ

ることが主な問題点として指摘されている。年次によってモモノゴマダラノメイガ等に

よる虫害が多発する場合があるので、被害毬果を園外へ持ち出す等の耕種的防除ととも

に、適期防除を行うことが望ましい。 
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［具体的データ］ 

 
図１  「ぽろすけ」の渋皮剥皮性  

果実中心部に長さ約 2cm、深さ 3mm 程度の傷を入れ、オーブントースター (1,200W)で
7 分加熱 

 

 

 

 

 

                    （齋藤寿広）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2004～2016 年度 

研究担当者：齋藤寿広、髙田教臣、澤村豊、西尾聡悟、平林利郎、佐藤明彦、加藤秀憲、尾

上典之、内田誠 

収穫盛期
収量 

*
裂果率 双子果率 腐敗果率 虫害果率

(月/日) （kg/樹） (％) (％) (％) (％)

ぽろすけ 中 8/28 5.9 12.2 1.6 0.8 10.1

丹　沢 中 8/28 6.3 20.3 1.8 1.2 9.9

ぽろたん やや弱 9/4 6.2 2.0 4.7 1.1 21.4

（農研機構　2014-2016）
＊ 

樹齢6-8年生樹の平均値

表１　「ぽろすけ」の樹体特性

品　種 樹勢

１果平均重

（ｇ）

ぽろすけ 21.0 淡　黄 やや粉 中 中

丹　沢 24.0 黄 やや粉 やや多 やや多

ぽろたん 24.9 黄 粉 やや多 やや多

　 （農研機構　2014-2016）

表２　「ぽろすけ」の果実特性

果肉色 肉質 甘味 香気品　種

種子親 花粉親
結実率
(%)

ぽろたん ぽろすけ 71.6

ぽろすけ ぽろたん 79.4

（農研機構　2012-2013）

表３　「ぽろたん」と「ぽろすけ」の交雑和合性
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発表論文等：齋藤ら「ぽろすけ」 品種登録出願第 31235 号 (2016 年 9 月 29 日出願公表) 
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［成果情報名］低温要求量が少なく早生で品質優良なモモ新品種「さくひめ」 

［要約］「さくひめ」は早生で果実肥大に優れ食味良好なモモ新品種である。本系統の休眠

覚醒するために必要な 7.2℃以下の低温要求時間は約 560 時間であり、主要品種より低温

要求量が少ない。 

［キーワード］モモ新品種、早生、高品質、低温要求量 

［担当］果樹茶業研究部門・品種育成研究領域・核果類育種ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6453 

［分類］普及成果情報 

［背景・ねらい］ 

落葉果樹は冬の自発休眠から覚醒するためには一定時間の低温に遭遇する必要があり、

わが国のモモの主要品種では 7.2℃以下で 1,000～1,200 時間が必要とされている。今後気

候温暖化が進行した場合、休眠から覚醒するために必要な低温要求量を満たせず、モモの

露地栽培に適さない地域が増加する可能性がある。海外には亜熱帯地域でも栽培可能な低

温要求量の少ない品種が存在し一部は導入されているが、主要品種よりも果実品質が劣る。

そこで、これらの導入品種を用いた交雑を行い、わが国の早生の主要品種である「日川白

鳳」よりも収穫期が早く、果実形質が同等以上の低温要求量が少ない品種を育成する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．2003 年に農研機構果樹研究所（現 果樹茶業研究部門）において、ブラジルから導入し

た低温要求量の少ない品種「Coral」の後代実生である 296-16 に 332-16 を交雑して得ら

れた実生から選抜した。2010 年から 2015 年までモモ 9 回系統適応性検定試験に供試し

てその特性を検討し、2016 年 2 月の同試験成績検討会において新品種候補とした。2016

年 6 月 9 日に品種登録出願し、2017 年 2 月 9 日に出願公表された。 

２．切り枝法による 4 年間の調査（2012～2015 年、茨城県つくば市）の結果、「さくひめ」

の低温要求量は 7.2℃以下の低温要求時間で約 560 時間であり、わが国の主要品種と比

べて少ない（表１）。 

３．樹勢は強く、花芽の着生は多い。花粉を有し、結実良好である。開花盛期は育成地で

は 3 月下旬で、低温要求量が少ないため「日川白鳳」より 9 日程度早い。収穫盛期は 6

月下旬で「日川白鳳」より 5 日程度早い（表２）。 

４．果実は重さが 250g 程度で、「日川白鳳」と同程度である。成熟しても果皮の地色に緑

色が残る傾向がある。果皮の赤着色はやや多い。果点や裂果の発生が「日川白鳳」より

多くなる年がある。果肉色は白色である。糖度は 12-13％前後で「日川白鳳」と同程度と

なり、酸味は少なく食味良好である（表３、図１）。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：モモ生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国のモモ生産地で栽培可能である。特

に、早生品種の栽培割合の高い西日本の産地を中心に普及が期待される。 

３．宮崎市の気温（2014 年冬～2015 年春）が 2℃上昇したと仮定した場合、宮崎市の低温

積算は約 630CH となり、主要品種の低温要求量は満たされないため開花の遅れ等が想定

されるが、「さくひめ」は安定した開花が期待できる。 

４．その他：果点や裂果の発生が「日川白鳳」より多くなる年が認められるため、有袋栽

培が望ましい。灰星病、せん孔細菌病などには罹病性のため、適切な防除が必要である。

開花期が早いため、他の品種よりも開花期の晩霜害のリスクが高まる。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 「さくひめ」の果実（有袋栽培）  

 

表１ 「さくひめ」の低温要求量 

 

表２ 「さくひめ」の樹性  

  

表３ 「さくひめ」の果実特性  

                        

（八重垣英明）  

［その他］ 

研究担当者：八重垣英明、末貞佑子、澤村豊、山口正己、土師岳、安達栄介、山根崇嘉、 

鈴木勝征、内田誠 

発表論文等： 

１）八重垣ら「さくひめ」品種登録出願第 31234 号（2017 年 2 月 9 日出願公表） 

２）Sawamura Y. et al. (2017) Hort. J. http://doi.org/10.2503/hortj.OKD-052 

品種 
果実重 
（ｇ） 

果皮の 
地色 

果皮の 
着色 

果皮の 
粗滑 

裂果 果肉色 
糖度 
（％） 

酸度 
（ｐH) 

さくひめ 253 緑白 やや多 やや滑 
無 
～少 

白 12.8 4.62 

日川白鳳 250 
緑白 
～白 

多 滑 無 白 12.2 4.34 

（農研機構 2013～2015 無袋栽培） 

品種 樹勢 
花芽の 
着生 

花粉 
生理的 
落果 

開花盛期 収穫盛期 

さくひめ 強 多 有 少 3/27 6/26 

日川白鳳 強 多 有 少 4/5 7/1 

（農研機構 2013～2015） 

品種 低温要求時間（CH） 
z 

さくひめ 555 

日川白鳳 1173 

あかつき 1176 

川中島白桃 1208 

（農研機構 2012～2015） 

z  7.2℃以下の時間の積算量  
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［成果情報名］カキ「富有」におけるカキノヘタムシガ第 1 世代幼虫の防除適期は満開 10 日後であ

る 

［要約］カキノヘタムシガの第 1 世代幼虫がまだカキの芽から果実に移動していない「富有」

の満開 10 日後を防除適期と設定することにより、「富有」の生育状況が平年と相違しても

被害を効果的に抑制できる。  
［キーワード］カキノヘタムシガ、カキ、富有、満開日、防除適期 

［担当］果樹茶業研究部門・ブドウ・カキ研究領域・ブドウ・カキ病害虫ユニット 

［代表連絡先］電話 0846-45-4714 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

カキノヘタムシガ（Stathmopoda masinissa）はカキの芽や果実を加害する害虫である。

本種は年 2 回発生し、主に芽に産卵し、ふ化した幼虫はいくつかの芽を食害した後、果

実を食害する。食害された果実はやがて変色して落果する。果実内部に食入した幼虫に

は散布した薬液が十分に到達しないため、防除は幼虫が果実に食入する前までに実施す

る必要がある。カキノヘタムシガの防除適期は成虫の発生状況や幼虫による芽の食害発

生時期を調べることで把握できるが、これらの調査は労力的に負担が大きく技術的にも

習熟を要することから、個々の農家レベルでは防除暦に従った散布が行われることが多

く、カキノヘタムシガの発生およびカキの生育ステージを反映した適切な防除が困難で

あった。これらのことから、「富有」の満開日と第 1 世代幼虫の芽および果実食入時期

の関係を解明し、「富有」の満開日を指標とした省力かつ簡便な防除適期の把握法を開

発する。  
［成果の内容・特徴］ 

１．2012 年から 2013 年の広島県、岐阜県、島根県において、「富有」の満開日からカキノ

ヘタムシガ第 1 世代幼虫による芽の食入開始までの期間は 4～16 日で、「富有」の満開

日からカキノヘタムシガ第 1 世代幼虫による果実の食入開始までの期間は 11～26 日で

ある。したがって、「富有」の満開 10 日後頃はカキノヘタムシガ第 1 世代幼虫による芽

の被害の発生後であるが、果実食入前に相当し、防除に最適な時期と判断できる（図 1）。 
２．「富有」の満開 10 日後の防除により、カキノヘタムシガ第 1 世代幼虫による被害果率

は 0～15.6％となり、殺虫剤無散布の被害果率 17.2～43.5%と比べて有意に抑えることが

できる（図 2）。一方、果実の食入開始後である満開 20 日後の防除では被害果率は殺虫

剤無散布と差が認められなくなる（図 2）。成虫の発生状況や幼虫による芽の食被害発生

時期の調査に基づいた適期防除における被害果率は 0～13.0％と同程度であることから

（データ略）、「富有」の満開 10 日後は生育状況の早晩によらない防除適期の簡易指標

として有効と考えられる。  
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：「富有」生産県防除担当者  
２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：現時点で全国のカキ栽培面積の約 18％を

占める地域（岐阜県、奈良県、神奈川県）の防除指針において本成果が活用されている。  
３．本成果は各都府県の防除指針に掲載されている薬剤に対して適用できる。 

４．その他：満開日とは開花率が 80％に達した日である。 
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［具体的データ］ 

表 1 「富有」の満開日からカキノヘタムシガ第 1 世代幼虫の食入初期までの期間  

試験圃場  「富有」の  
満開日  

「富有」の満開日～食入初期（日）  
芽  果実  

岐阜県     
 2012 年「富有」圃場１  5 月 25 日  10 17 
 2013 年「富有」圃場１  5 月 23 日  13 20 
 2013 年「富有」圃場２  5 月 24 日  12 26 
 2013 年「富有」現地圃場  5 月 26 日  10 17 
広島県     
 2012 年「富有」圃場  5 月 31 日  4 11 
島根県     
 2012 年「富有」圃場  5 月 28 日  8 11 
 2013 年「富有」圃場  5 月 30 日  10 15 

 

 

図 1 カキノヘタムシガ第 1 世代幼虫による「富有」被害果率  

図中の同一文字間に有意差はなし（χ2検定、5％水準）  
防除薬剤は岐阜県：アラニカルブ水和剤1,000倍、  
広島県2012年：フェニトロチオン水和剤1,000倍、  

島根県2012年：アセフェート水和剤1,000倍、2013年：アセタミプリド水溶剤2,000倍  
 

        （新井朋徳、外山晶敏、土`田聡） 

 

［その他］ 

予算区分：その他外部資金（発生予察）  

研究期間：2010～ 2013 年度  

研究担当者：新井朋徳、杖田浩二（岐阜県農技センター）、奈良井祐隆（島根県農技セン

ター）、澤村信生（島根県農技センター）、外山晶敏、土`田聡  
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発表論文等：新井ら(2016)応動昆、60(3):119-129 
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［成果情報名］安定性と再現性が確保されたリンゴの品種識別技術マニュアル 

［要約］ISO 13495 に基づき、試験室内妥当性試験により安定性と再現性が確認されたリン

ゴの品種識別技術マニュアルでは、リンゴで開発された 12 種類の SSR マーカーを用いて

主要なリンゴ 47 品種・系統の識別が可能である。  
［キーワード］リンゴ、SSR マーカー、品種識別、DNA、遺伝子型 

［担当］果樹茶業研究部門・品種育成研究領域・ゲノムユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6453 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

わが国で育成されたリンゴ品種の海外流出およびその生産物の海外からの流入は、今後

の国内のリンゴ生産に大きな影響を与える可能性があるため、育成者権や生産者の保護に

向けてリンゴの品種識別技術の確立が求められている。そこで、リンゴを対象に品種識別

に有効な SSR マーカーを用いた DNA 品種識別技術マニュアルを作成し、その技術の試験

室内妥当性試験により安定性と再現性が確認された信頼度の高い識別方法の開発を図る。  
［成果の内容・特徴］ 

１．果樹茶業研究部門で育成された 27 品種・系統を含む合計 47 のリンゴ品種・系統の品

種識別に利用可能である（表 1）。 
２．既報のリンゴの DNA 品種識別技術に用いられる 17 種類の SSR マーカーの中から、種

苗管理センターにおける再現試験の結果を踏まえて、波形が安定している 12 種類のマー

カーを選択し、作成した品種識別技術マニュアルである。 
３．リンゴの品種識別に利用可能 SSR マーカーは、CH01b09b、Hi22d06、Hi15h12、Hi08h08、

Hi09f01 、 NZmsEB119405 、 NZmsCN943067 、 NZmsEB116209 、 NZmsEB146613 、

SAmsCN944528、SAmsEB132187、Mdo.chr1.18 の 12 種類で、プライマー配列、反復モチ

ーフ、増幅サイズ範囲、座乗染色体などを表 2 に示す。F プライマーは蛍光標識、R プラ

イマーの一部には波形を安定させるテイル配列（gtttctt）が付加されている。  
４．ISO 13495（食品－特異核酸を使用する品種同定法の選択原理及び妥当性確認基準）に

基づき、種苗管理センターで実施されたリンゴの品種識別マーカーの試験室内妥当性確

認により、マーカーの安定性と再現性が評価されている。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：品種育成者権所有者、農業・食品関連試験研究機関、農業・食品関連行政

機関、食品検査業者、食品加工業者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：多様な組織で利用されることが期待され

る。 

３．その他：開発したリンゴの品種識別技術マニュアル「SSR マーカーによるりんご 47 品

種の DNA 品種識別技術」の詳細は、種苗管理センター品種保護対策課（ Email: 
hinsyu_gmen@naro.affrc.go.jp）に問い合わせることで入手可能である。SSR マーカー分析

により、果樹茶業研究部門が 2015 年に品種登録した最新のリンゴ品種「ルビースイー

ト」、「ローズパール」の識別が可能である。SSR マーカーによる遺伝子型判定には、

蛍光 DNA シーケンサーを用いる変性電気泳動が必要である。種苗管理センターで実施

する品種類似性試験には 10 マーカーが使用されているが、識別精度を独自に評価した上

で判定に用いることを推奨する。  
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［具体的データ］ 

 

表１  品種識別可能なリンゴ 47 品種・系統（下線は農研機構育成） 
 

「あかね」、「秋映」、「旭」、「いわかみ」、「印度」、「王林」、「おぜの紅」、 
「ガラ」、「きおう」、「きざし」、「きたかみ」、「きたろう」、「金星」、  
「紅玉」、「こうたろう」、「ゴールデンデリシャス」、「さんさ」、「さんたろう」、 
「シナノゴールド」、「シナノスイート」、「ジョナゴールド」、「世界一」、  
「千秋」、「ちなつ」、「つがる」、「デリシャス」、「はつあき」、「ひめかみ」、 
「ふじ」、「北斗」、「陸奥」、「メイポール」、「もりのかがやき」、「陽光」、 
「ルビースイート」、「ローズパール」、「 JM1」、「 JM2」、「 JM5」、「 JM7」、 
「 JM8」、盛岡 66 号、盛岡 67 号、盛岡 68 号、盛岡 69 号、盛岡 70 号、盛岡 71 号  

 

 

表２  SSR マーカーの特徴  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （山本俊哉）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2014～2016 年度 

研究担当者：山本俊哉、成田知聡、後藤洋、木村鉄也、押野秀美、國久美由紀、寺上伸

上段：Fプライマー配列 (5'-3') 反復 増幅サイズ 座乗

SSRマーカー名** 下段：Rプライマー配列 (5'-3')* 蛍光色素 モチーフ 範囲 (bp) 染色体

CH01b09b TTATAGCAGCAACAGGAGCG Fam GA 177-187 不明

gtttcttTATTCGGGAGGCATGGTATG
Hi22d06 CCCCGAGCTCTACCTCAAA Fam AAC 123-132 2

CATTATGTTTCCGGTTTTTGG
Hi15h12 GAACAAGAAGGACGCGAATC Ned ATC 221-230 3

GTTTGGGCCTCGTTATCACTACCA
Hi08h08 TGAACAAATTCCACCACGAA Fam AAC 236-242 5

GTTTGCCAAGGCTACAATTTTCA
Hi09f01 CACCACCAAATTCTCCATCTTC Ned AAG 257-266 15

GTTTACCGCCAAATGCTTTGTTAC
NZmsEB119405 GCATGTCAAACCACTTGTCC Ned CGT 180-190 2

gtttcttATTCTCTCGCGGCAGTT
NZmsCN943067 AAATGGGGCACGCTATTATG Vic TTC 196-214 7

gtttcttTGTGCCATTCAAGAGCTCAA
NZmsEB116209 AAAATCCCAATTCCAAAACC Ned AGA 122-139 9

gtttcttTTGGAGCAGTGAAAGATTGG
NZmsEB146613 AGAGTTCCGTTCCCCTCTCT Fam TTCC 162-183 14

gtttcttGTGGATTCGGAAATGCACTC
SAmsCN944528 GACGACGGAAAGGAAGACG Hex GAC 213-258 2

gtttcttATTACGCTGTTGCAGAGAGC
SAmsEB132187 TCTCCCTCACTCGACGTTG Fam GGA 249-258 4

gtttcttGTTGCAGGAAGGAGTGTCG
Mdo.chr1.18 CGTGTCCACAAGCTGAGAAA Vic TC 275-295 1

gtttcttAGGGATCCCGCTCTACTGTT
*テイル配列（gtttctt）
**SAmsCN944528、Mdo.chr1.18は、種苗管理センターで実施する品種類似性試験では使用しない。
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吾、西谷千佳子 

発表論文等：成田ら(2016)DNA 多型、24(1):108-111 
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［成果情報名］中小規模施設向けで汎用性が高い UECS 規格の環境計測・制御システム 

［要約］UECS 規格を用いた複合環境制御するための汎用性が高い計測・制御システムは、開

発した製作マニュアルによって安価に自作が可能であり、中小規模の生産施設でも活用可

能である。 

［キーワード］複合環境制御、ICT、UECS、Raspberry Pi 

［担当］野菜花き研究部門・野菜生産システム研究領域・施設野菜ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6574 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

近年、施設園芸分野では、安定多収生産を目指して環境制御に対する関心も高まってお

り、ICT を利用したモニタリングや統合環境制御システムが開発されている。しかし、これ

らのシステムは高額かつそれぞれ独自の規格を用いるため、他の製品との互換性に欠ける。

このような現状によって、中小規模の施設生産において環境制御技術の普及が大幅に遅れ

ている原因となっている。そこで、ネットワーク対応の安価なシングルボードコンピュー

タ(Raspberry Pi)と、共通通信規格(UECS)を用い、低コストかつ汎用性の高い環境計測・

制御システムを構築し、製作マニュアルを作成することで、環境制御技術の普及を図る。 

［成果の内容・特徴］ 

１．本システムは、環境モニタリングのための計測を行うノードと、制御を行うノードで

構成されるが、必要に応じて単独でも使用できる(図１)。 

２．計測ノードおよび制御ノードは、いずれも、ソフトウェアを書き込んだ SD カードを

Raspberry Pi に装着し、ブラウザからアクセス後、設定を行うだけで作動するため、プ

ログラミングの知識がなくても利用が可能である(図２)。設定や制御に用いるソフトウ

ェアは、無償で公開中のソフト(UECS-Pi、㈱ワビット)を、計測データや制御機器の運転

状況データのモニタリングには、UECS コントローラ(農研機構、公開予定)を用いる。 

３．本システムの製作マニュアルを作成し、㈱ワビットのホームページにて公開中

(http://www.wa-bit.com/smart-agri-project/product/uecs-pi-basic)である。  

４．本システムは、計測ノードのセンサ情報のみならず、制御ノードによる制御情報も参

照しながらの制御が可能である(図３)。例えば、一点の設定しかできない暖房機および

換気窓を制御し、多段階の変温管理が可能にすること(図４Ａ)や、タイマ制御しかでき

ない CO2 発生器を制御し、換気窓の開閉状況に応じた CO2 濃度制御にすること(図４Ｃ)が

可能である。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：施設園芸生産者、研究・普及・指導機関等 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：施設園芸が盛んな地域・複合環境制御装

置がない中小規模施設を中心に 100 件以上の普及予定。また、試験研究における環境デ

ータの収集および制御ツールとして 8 県の公設試験研究機関で活用し、技術拡散予定。 

３．本システムを導入することにより、温度制御、タイマ制御など、単純な制御しかでき

なかった機器に対し、基板の改良なく、高度な環境制御が可能となる。また、システム

の拡張や縮小が低コストかつ容易にできることから、普及性に優れる。 

４．本システムは、インターネットに接続し、クラウドサービスを利用すれば、モニタリ

ング、設定変更の遠隔操作および情報共有などが可能である。 

５．公設試験研究機関の研究員や生産者を対象に製作研修会を行っており、本システムの

製作や使用方法などを農耕と園芸に連載している。計測ノードと制御ノードマニュアル

のダウンロード数は、それぞれ 540 件、444 件(2016 年 12 月 27 日現在)である。 

６．本システムは、汎用性の高い材料を使用しており、自作した場合、計測ノードはセン

サを含め、約 6 万円以下で、制御ノードは約 3 万円以下で製作することが可能である。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 
図１ 本システム構成のイメージ 

  
図２ システム構築の流れ 

  
図３ 本システムによる環境計測および制御事例 

※計測ノードは、Raspberry Pi の拡張ピンに温湿度センサ(SHT-21、Sensirion 製)、CO2 セ

ンサ(S-300、ELT Sensor 製)、日射センサ(PVSS-01、Sanko 製)を接続し、計測データをネ

ットワーク上へ CCM 信号として送信する。制御ノードは、Raspberry Pi にリレーユニット

を接続し、計測ノードから発信された信号を参照しながら機器の制御を行うと同時に、動

作状況データを送信する。 
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（安東赫）  
 

［その他］ 

予算区分：その他外部資金（地域再生） 

研究期間：2012～2016 年度 

研究担当者：安東赫、栗原弘樹、岩崎泰永、東出忠桐、中野明正 

発表論文等： 

1)安(2016)農耕と園芸、71(11)、46-52 
2)栗原(2016)農耕と園芸、71(12)、48-52 
3)安(2017)農耕と園芸、72(1)、46-52 
4)安(2017)農耕と園芸、72(2)、46-52 

   
図４ 本システムによる環境制御実証例 

A：暖房機および換気窓を多段階の変温管理に制御した事例 

B：換気窓の動作に応じた CO2濃度管理にした事例 
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［成果情報名］施設園芸で収量・作業時間のモニタリングを自動化するシステム 

［要約］栽培管理や労務管理のために施設園芸で生産したトマトなどの収量、収穫作業時間

を、収穫しながら自動で効率的に記録するシステムである。開発システムで得られたデー

タより、収量マップ、作業時間マップを作成することができる。 

［キーワード］植物工場、トマト、栽培管理、労務管理、情報 

［担当］野菜花き研究部門・野菜生産システム研究領域・生産工学ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6574 

［分類］普及成果情報  

［背景・ねらい］ 

植物工場などの施設園芸では、多収化による高収益化、適切な労務管理による効率化、

低コスト化が重要である。このため、株ごとや列ごと、区画ごとの収量や作業時間を迅速

に把握し、分析することにより、栽培管理、経営の向上を図る必要がある。これまで、施

設園芸では収量や作業時間を自動で同時に測定・記録できるシステムはなく、従来の方法

では、収量、作業時間は、それぞれはかりやストップウォッチで測定、記帳し、後でパソ

コンに入力する必要があり、煩雑であった。収量、収穫作業時間を株、列、区画ごとに自

動で識別して、迅速に記録できるシステムを新たに開発し、栽培管理、経営のためのツー

ルとして役立てることを目的とする。 

［成果の内容・特徴］ 

１．開発システムはバーコードリーダ、はかり、手押し台車、マイコン、ノートパソコン、

無線送受信機、データ処理・送受信ソフトウェアなどから構成される（図 1）。収穫果実

の積載前後の重量差を計算し、バーコード（図 2）による ID、果実重、測定時刻をマイ

クロ SD に記録するとともにパソコンに転送、記録する。 

２．利用方法は次の通りである（図 3）。1）予め専用プログラムで印刷したバーコードを

クリップで主茎に取付けておく。2）主茎のバーコードを読取る。3）果実を収穫し、は

かりに載せて計測スイッチを押す。4）次の株へ移動する。 

３．収量マップより、収量を記帳や手入力することなく、株ごとの収量のばらつきを迅速

に把握することが可能である。列ごとに品種を変えた場合、品種別の収量のばらつきを

把握できる（図 4(a)）。また、ハウス内気温の不均一で収量が少ない部分を抽出するこ

とも可能で、ハウス内気温の不均一さによる低温部分などを見つけることができる。 

４．収量マップに対応した収穫作業時間マップを作成することが可能である。列ごとに品

種を変えた場合、品種ごとの収穫作業時間の特徴を把握できる（図 4(b)）。時期や収量、

作業者により異なる収穫作業時間も迅速に把握できる。例えば、収量のばらつきによる

作業時間の影響を考慮し、作業計画を立てることができる。 

５．ハウス内気温などの環境データと収穫作業時間データを比較することにより、気温が

上昇したときに増加する収穫作業時間、収量の変化を迅速に把握することができる。開

発システムを利用した適切な労務管理により、収穫作業時間のピークを 2～5 割低減でき

る。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：施設園芸生産者、試験研究機関 

２．普及予定面積・普及台数等：次世代施設園芸拠点など施設園芸生産者、試験研究機関

に 3 年間で約 30 台以上普及予定。 

３．その他：１）制御システムメーカー（栄信工業(株)）より受注販売予定であるが、今

後他社も扱う可能性がある。２）台車が静止した状態で果実重量を測定する必要がある。

株ごとだけでなく、ベンチごと、区画ごとにバーコードラベルを設置し、ベンチ、区画

ごとの収量や作業時間を測定することもできる。３）はかりを用いなければ作業時間の

みを測定・記録することができる。  
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［具体的データ］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

（太田智彦） 

 

［その他］ 

予算区分：その他外部資金（地域再生） 

図１ 施設園芸用収量・作業時間 

 モニタリングシステム 図３ 利用方法 

(a) 収量マップ 

(b) 収穫作業時間マップ 

図４ 植物工場トマトの開発システムによる収量・作業時間データ 

注）2014 年 9 月定植、ロックウール長期多段栽培の 12 月から翌 6月までの積算データ、 

    メッシュ 1区画は 1株を示す。横 1列がベンチ 1列であり、ベンチ両側に通路がある。 

図２ バーコードの取付 

バーコード 

バーコード 
リーダ 

はかり 

制御部 
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研究期間：2013～2016 年 

研究担当者：太田智彦、岩崎泰永、栗原弘樹、中野明正、東出忠桐 

発表論文等：「農業支援システム及び農業支援方法」特願 2016-090701  
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［成果情報名］ダイコンのグルコラファサチン欠失性を選抜できる DNA マーカー 

［要約］ダイコンの主要なグルコシノレートであるグルコラファサチンは加工品の黄変や臭

いの原因となる。開発したグルコラファサチン欠失性を判別できる DNA マーカーの利用

により、黄変や臭いが発生しないダイコン品種の育成が容易になる。 

［キーワード］グルコシノレート、辛み成分、黄変、たくあん臭、選抜マーカー  
［担当］野菜花き研究部門･野菜育種･ゲノム研究領域・アブラナ科ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6574 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

ダイコン成分のグルコラファサチン（4-メチルチオ-3-ブテニルグルコシノレート）はダ

イコンの主要グルコシノレートであり、加工・保存過程において辛み成分や黄色成分、た

くあん臭の原因物質に化学変化する。一部の大根加工品では、黄変やたくあん臭が敬遠さ

れることから、遺伝的にグルコラファサチンを欠失したダイコンが望まれている。そこで、

本研究ではグルコラファサチン生合成に関与する遺伝子を同定するとともに、その機能欠

損の原因となる変異を検出できる DNA マーカーを開発し、黄変やたくあん臭のないダイ

コン品種の育成の加速を促す。  
［成果の内容・特徴］ 

１．GLUCORAPHASATIN SYNTHASE 1（GRS1）はグルコラファサチンの生合成に関与する

酵素をコードし、2-oxoglutarate dependent dehydrogenase と相同性を有する遺伝子である。 
２．グルコラファサチンを欠失している「だいこん中間母本農 5 号」の GRS1 は、第 1 エ

キソンに LTR 型レトロトランスポゾンである Ty1/copia 様配列の挿入変異を有しており、

正常なタンパク質をコードしていない（図 1）。  
３．GRS1 への挿入変異の有無は、3 種のプライマー（Rs023、Rs024、Rs074）を用いた 1 回

の PCR で検出できる。  
Rs023: 5’-CTCCGAGTATTTTAGAAAGCCTGA-3’（共通 Fw プライマー）  
Rs024: 5’-CTAATCCCAAAGCCTCTGATAGAA-3’（野生型 GRS1 検出 Rv プライマー）  
Rs074: 5’-GGTTGGGATAGCTTGTCCTG-3’（変異型検出 Rv プライマー）  
野生型では Rs023 と Rs024 に由来する 714bp の増幅産物が、「だいこん中間母本農 5
号」では Rs023 と Rs074 に由来する 588bp の増幅産物が検出される（図 1,2）。 

４．「だいこん中間母本農 5 号」を育種素材として利用した場合、本 DNA マーカーを用い

ることで反復親の遺伝的背景によらず確実にグルコラファサチン欠失個体を選抜するこ

とができる（表 1）。  
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：ダイコンを対象とする国内外の育種研究機関、種苗会社等  
２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：本選抜技術を用いた実用品種「悠白」と

「サラホワイト」が品種登録されている他、選抜法に関する特許が公開されている。本

特許は 2 社の国内種苗会社へ仮許諾済みであり育種事業に利用されている。現在、さら

に複数社と実施契約手続きを進めており、今後も許諾件数が増加する見通しである。  
３．その他：本遺伝子の塩基配列情報は DDBJ に登録されている（LC077856）。「だいこ

ん中間母本農 5 号」のグルコラファサチン欠失性は単因子劣性で遺伝する（2015 年度普

及成果情報）。  
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［具体的データ］  

 

 

 

 

 

表１ 分離集団におけるマーカー遺伝子型とグルコラファサチン含量の関係 

反復親 遺伝子型 1 個体数 グルコラファサチン含量 2 

IL01 

+/+ 12 38.5±1.9  

+/- 22 35.4±2.2  

-/- 24 0.3±0.1  

IL02 

+/+ 14 33.4±5.2  

+/- 34 33.4±3.0  

-/- 10 0.4±0.1  

IL03 

+/+ 13 47.8±1.8  

+/- 30 45.4±1.4  

-/- 14 0.6±0.1  

反復親の異なる 3 系統の BC2F2 集団の根より抽出したグルコシノレートを HPLC によ

り定量した。 

1) 野生型（+/+）、「だいこん中間母本農 5 号」型（-/-）、ヘテロ型（+/-） 

2) 単位：μmol/g 乾物重（平均 ± 標準偏差） 

                     

（柿崎智博）  

 

［その他］ 

予算区分：委託プロ（次世代ゲノム） 

研究期間：2013〜2016 年度 

研究担当者：柿崎智博、石田正彦、吹野伸子、小原隆由、板橋悦子、Zou Zhongwei（東北

大）、Li Feng（東北大）、北柴大泰（東北大）、西尾剛（東北大） 

発表論文等： 

1)柿崎ら「機能欠損型グルコラファサチン合成酵素遺伝子及びその利用」特開 2016-086761
（2016 年 5 月 23 日）  

2)Kakizaki T. et al. (2017) Plant Physiology 印刷中 doi:10.1104/pp.16.01814 
 

図１ GRS1 遺伝子の構造  
黒四角はエキソン、矢印は選抜マーカーのプ

ライマー設計位置を示す。  

図２ 挿入変異を検出する DNA マーカー  
 
 

農 5 号  F1  野生型  

-714 bp 
-588 bp 
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［成果情報名］水耕栽培トルコギキョウの根腐病に対する、化学合成農薬の初の適用拡大  
［要約］防除効果と薬効成分の残留調査結果を提示することにより、NFT 式循環型水

耕栽培におけるトルコギキョウの根腐病に対して、これまで登録の無かった化学合

成農薬が適用拡大となり、防除に利用できる。  
［キーワード］トルコギキョウ根腐病、NFT 式循環型水耕栽培、農薬適用拡大 
［担当］野菜花き研究部門・花き生産流通研究領域・生産管理ユニット 
［代表連絡先］電話 029-838-6574 
［分類］普及成果情報 
［背景・ねらい］ 

トルコギキョウは、2013 年の作付面積 431ha、出荷量 1.02 億本で、産出額（2012 年）

は、キク、ユリ、バラ、カーネーションに次ぎ 99 億円と重要な花きの一つであり、栽培期

間は本圃で最大 7 ヶ月と長期にわたることが知られている。 
2011 年 3 月の東日本大震災からの復興を目的として福島県いわき市において、栽培期間

の短縮と高品質化、周年栽培を図るため、水耕栽培が開始されている。しかし、水耕栽培

では根腐病の発生により、収量が著しく減少する可能性がある。原因菌の栽培ベッドへの

飛び込みに対しては温室内外への出入り時の靴の履き替えの徹底、ハウス周辺のシート被

覆による塵埃飛散防止などを行って対処し、培養液の殺菌は紫外線、オゾン、銀イオン、

慮過などで行っているが、これらの対応では不十分であることから、化学合成農薬による

防除が求められている。そこで、我が国では、トルコギキョウの水耕栽培における化学合

成農薬の登録は無かったが、アゾキシストロビン・メタラキシル M 粒剤の根腐病に対する

防除試験を行うとともに、水耕栽培終了時の廃棄養液内に薬効成分が環境基準値未満であ

る結果を提出することで、トルコギキョウの NFT 式循環型水耕栽培における根腐病に対

して、初の適用拡大を行う。 
これにより、全滅の可能性がある収量を 100%近くに回復できるなど安定生産が可能と

なることから、今後、トルコギキョウの水耕栽培が展開していくことが期待できる。  
［成果の内容・特徴］ 
１．トルコギキョウの水耕栽培では根腐病が発生して、根の褐変腐敗により、株を枯死さ

せる（図 1A、B、C）ため、水耕栽培試験（図 2A）において、アゾキシストロビン・メ

タラキシル M 粒剤（0.25g/株または 0.5g/株）を本葉 2 対のトルコギキョウ苗の定植後

まもなく株元に処理する方法（図 2B）により、根腐病への防除効果と養液における薬効

成分量を調査する。 
２．２年間の試験とも、アゾキシストロビン・メタラキシル M 粒剤 0.25g/株または 0.5g/

株を定植後まもなく株元に処理することにより、防除価は 90 以上と根腐病の発生を抑

制することが可能である（表 1）。また、栽培終了時の養液における薬効成分は、農薬の

登録保留基準値を下回る（表 2）。 
３．この結果により、アゾキシストロビン・メタラキシル M 粒剤は「トルコギキョウ（水

耕栽培）に使用する場合、NFT 式循環型水耕栽培施設で行うこと。使用にあたっては普

及指導センターの指導に従い、廃液は環境中に流出しないように適切に処理すること」

との使用上の注意が付され、トルコギキョウ（水耕栽培）の根腐病に適用拡大されてい

る。 
［普及のための参考情報］ 
１．普及対象：水耕栽培によるトルコギキョウの生産者および企業。 
２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：福島県いわき市他、水耕栽培計画中の生

産者等、数十 a。  
３．その他：上記［成果の内容・特徴］２．の使用上の注意を守る。 
４．適用拡大については、独立行政法人農林水産消費安全技術センター  「農薬登録

情報・速報  平成 28 年 02 月 17 日分」http://www.acis.famic.go.jp/searchF/ 
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index/1510_1603/20160217.html (2016 年 2 月 17 日 )に掲載されている。  
 
［具体的データ］ 
 

A        B         C              A              B 
 
 
 
   

 

                             
  
 
 
 
 
 
 
 
表 1 2015 年試験のトルコギキョウの発病株率、発病度、薬害発生の有無、防除価および草丈  

 
 
 
 
 
 
 
 
発病度＝Σ［ (発病程度別株数×指数） / (調査株数×4）］×100。  
発病程度； 0：無発病、 1：下位葉～中位葉の萎れまたは生育不良、 2：上位葉まで萎れ、 3：株全体が青枯

れまたは全身萎凋、 4：枯死。  
防除価＝ 100－（各薬剤処理区の発病度）／（薬剤無処理区の発病）×100。  
 
 

表 2 2015 年試験の養液中のアゾキシストロビン・メタラキシル M 粒剤の薬効成分の濃度  
 
 
 
 
 
 
 
 

                    （佐藤衛、福田直子）  
 

［その他］ 
予算区分：交付金、その他外部資金（地域再生） 

研究期間：2013～2016 年 

図 1 水耕栽培中のトルコギキョウに発生した根腐病  
A：根腐病による萎れ、B：根腐病による根の褐変腐

敗、C：根の組織内に形成された根腐病菌の卵胞子  

図 2 水耕栽培装置による栽培試験  
A：定植直後のトルコギキョウ（ポンプ

で養液を汲み上げて循環）、B：薬剤処理  

発病株率
(%) 発病度

薬
害

防除価
発病株率

(%) 発病度
薬
害

防除価
発病株率

(%) 発病度
薬
害

防除価
草丈

(cm)

アゾキシストロビン・
メタラキシルM粒剤

0.25g
/株 0 0 － 100 2.0 0.5 － 98.2 14.0 4.5 － 92.8 67.8

アゾキシストロビン・
メタラキシルM粒剤

0.5g
/株 0 0 － 100 2.5 0.6 － 97.8 7.5 1.9 － 97.0 67.7

無処理 52.0 22.0 96.0 28.0 100 62.5 46.6

調査日
4月30日 5月28日 6月25日（栽培終了時）

薬剤名
処
理
量

アゾキシ
ストロビン

メタラキシ
ルM

アゾキシ
ストロビン

メタラキシ
ルM

アゾキシ
ストロビン

メタラキシ
ルM

アゾキシ
ストロビン

メタラキシ
ルM

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
0.25g/株 N.D. 0.04～0.10 N.D. 0.01～0.08 N.D. N.D.～0.02 N.D. N.D.～0.02

0.5g/株 N.D. 0.01～0.17 N.D. N.D.～0.08 N.D. N.D.～0.01 N.D. N.D.～0.02

N.D.：検出せず。

保留基準濃度：アゾキシストロビン（水産動植物0.028ppm、水質汚濁0.47ppm）、メタラキシルM（水産動植物9.5ppm、水質汚濁

0.058ppm）を上回るものは斜字とした。

4月6日

薬剤処理後日数および月日
アゾキシストロビン・
メタラキシルM粒剤

処理量

処理3日後 処理83日後（栽培終了時）処理69日後

6月25日6月11日5月28日
処理55日後
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研究担当者：佐藤衛、福田直子 
発表論文等： 
1)佐藤、福田(2016)日植病報、82(2):93-100 
2)佐藤(2017)ハイドロポニックス 、2017 年 3 月掲載予定 
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［成果情報名］「機能性弁当」の継続摂取による内臓脂肪低減効果 

［要約］機能性農産物を組み合わせた「機能性弁当」を週 5 回（平日昼食時）、12 週間摂取

するヒト介入試験では、内臓脂肪面積が有意に低下し、特に 50 %大麦及び玄米摂取で高い

効果が認められる。  
［キーワード］機能性農産物、大麦、「べにふうき」緑茶、内臓脂肪面積低下、1,5-AG 低下  
［担当］食品研究部門・食品健康機能研究領域 

［代表連絡先］電話 029-838-8011 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

機能性表示制度の施行により、機能性農産物の開発も農業関係者、地方自治体、食品企

業等で進んでいる。しかし、単品農産物の機能性解明が主であり、農産物の複合的な健康

維持・増進効果についての検討はほとんど行われていない。そこで、機能性農産物を組み

合わせた「機能性弁当」のヒト介入ランダム化比較試験（RCT）を実施して、生活習慣病予

防効果を明らかにする。 
［成果の内容・特徴］ 

１．機能性弁当はあらかじめ 20 日分のレシピを作成し、これを 3 回繰り返して 60 日分製

造する。介入する機能性農産物としては、「米飯」、「おかず」、「茶」であり、機能性

「米飯」は、週のうち 3 日は白米にβ-グルカン高含有大麦を 50 %混米した 50 %大麦パ

ックご飯 180 g、2 日は表面加工玄米パックご飯 180 g を、「おかず」は、主菜、副菜 1、
副菜 2 からなり、機能性農産物を使用した日替わりの献立を、「茶」は、高カテキン緑

茶である「べにふうき」緑茶エキス粉末 3 包（総カテキン 670 mg，メチル化カテキン 50 
mg，カフェイン 125 mg、毎食時 1 包ずつ）を摂取する。それぞれ 1 要素のみを機能性食

品とする 3 群と、すべての機能性要素で構成される機能性食品 1 群の計 4 群とし、対照

の「米飯」は白米 180 g、「おかず」は機能性農産物を使用しない献立、「茶」はカテキ

ンを含まない麦茶とする（表 1）。 
２．内臓脂肪面積が 100 cm2 以上の肥満傾向の男女 159 人をランダムに 4 群に分け、機能

性弁当を平日の昼食時に 12 週間喫食してもらい、内臓脂肪面積、血糖コントロール指標

（Hb1Ac、グリコアルブミン、1,5-アンヒドログルシトール（AG））を測定する。 
３．実施したヒト介入試験では、内臓脂肪面積が、試験へ参加することにより 6 週、12 週

とも有意に減少する（図 1）。3 要素すべてが機能性食品である群(-9cm2)及び機能性「米

飯」群(-14 cm2)では 12 週においても減少効果が維持される。また、試験開始内臓脂肪面

積が 100～127 cm2 の被験者（図 2）や女性被験者が、機能性「米飯」を摂取すると、他

の機能性農産物群より顕著に内臓脂肪面積が低下する。さらに、機能性「茶」の連続飲

用で、1,5-AG が他の機能性農産物群に比べ有意に低下する。  
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：消費者、外食事業者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：一般消費者、企業内社食、レストラン等 

３．その他： 

１）ヒト介入試験の最終解析人数は「機能性弁当」配布が記録上 80 %以上の日で行なわれ

た 137 名である。本試験は、医療法人みなとみらいの倫理審査委員会の承認を得て実施

された（UMIN-CTR 番号：UMIN000019051）。 
２）本ヒト介入試験で使用した 20 日分のレシピは社食、外食事業者等に公開して、肥満傾

向の社員や購入者における 12 週間の健康維持・増進効果の検証を行うことが可能であ

る。  
３）安定的な生産が確立されていない、穀類、緑茶以外の機能性農産物の供給体制を整備

する必要がある。  
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［具体的データ］ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

（山本（前田）万里、廣澤孝保） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（24 補正「機能性食品プロ」） 

研究期間：2013～2016 年度 

研究担当者：山本（前田）万里、廣澤孝保、大谷敏郎、川本伸一、倉貫早智（神奈川保健

福祉大）、三原洋一（NK アグリ）、中村丁次（神奈川保健福祉大）、田中俊一（医療法

人みなとみらい）、大橋靖雄（中央大） 

発表論文等： 
1)山本（前田）ら(2017)日本食品科学工学会誌、64(1):24-33 
2)山本ら「血糖低下剤、1,5－アンヒドログルシトール低下剤及び飲食組成物」  特願

2016-051423 (2016 年 3 月 15 日 ) 
3)山本ら「飲食物及びスクリーニング方法」  特願 2016-053456 (2016 年 3 月 17 日) 

群1：茶のみ機
能性食品

群２：おかずの
み機能性食品

群３：米飯のみ
機能性食品

群４：すべてが機
能性食品

エネルギー(kcal/食) 696±77 726±59 667±90 690±75
タンパク質（g/1食） 27±5 29±６ 28±５ 29±６
脂質(g/1食) 18±5 20±6 19±6 21±5
灰分（g/1食） 5±1 5±1 5±1 5±1
炭水化物（g/1食） 107±16 108±17 97±17 96±19

食物繊維（g/1食）＊ 8.6±2.3 8.4±2.3
10.4±2.3

(うちβ-グルカ
ン2.3g)

10.5±2.3
(うちβ-グルカン

2.3g)

ポリフェノール（g/1食）**
0.8±0.1

(うち緑茶から
0.7g)

0.2±0.2 0.2±0.1
0.9±0.2

(うち緑茶から
0.7g)

カロテノイド（mg/1食）*** 10±1 15±1 10±1 14±1
結果は平均値±標準偏差
＊食物繊維は酵素-重量法、β-グルカンはメガザイム社の測定キットで測定
**ポリフェノールはフォーリンチオカルト法で測定
***カロテノイドは、β-カロテン、ルテイン、ゼアキサンチン、リコピン、アスタキサンチン、カプサンチンの合算値

表１　被験食の栄養成分、機能性成分含有量（実測値）

図 1 被験食長期摂取による内臓脂肪面積の変動 

混合効果モデルを用いて有意差検定を行った。P 値は群

間差が偶然生じる可能性を示し、0.05 以下で有意な差が

あるとする。 

図２ 被験食長期摂取による内臓脂肪面積の変動 

変化量は試験開始時との差を表す。混合効果モデルを用い

て有意差検定を行った。 
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［成果情報名］ルチンを多く含むダッタンソバ「満天きらり」加工品の体脂肪率上昇抑制効果 

［要約］ダッタンソバ品種「満天きらり」は子実に多量のルチンを含み、本品をそば粉とし

て使用した乾麺でもルチンが保持され、苦味はほとんど生じない。実施したヒト介入試験

においては、「満天きらり」配合麺の摂取 4 週目に体脂肪率の上昇抑制が認められる。 

［キーワード］満天きらり、ダッタンソバ、ルチン、体脂肪率上昇抑制効果  
[担当］北海道農業研究センター・畑作物開発利用研究領域・農産物評価利用グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8011 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

ダッタンソバ（Fagopyrum tataricum Gaertn.）品種「満天きらり」は、ルチン分解酵素活

性が極めて低いためダッタンソバ特有の苦味が軽減された特徴を有する。また、普通ソバ

の 100 倍以上のルチンを含有するため、脂質代謝改善などの生理活性効果も期待される。

現在、「満天きらり」を配合した麺などの加工品の開発が進められているが、付加価値を

高めた利用を促進するためには成分含量や機能性効果を明らかにする必要がある。そこで、

「満天きらり」を使用した麺およびクッキーを製造し、それらに含まれるルチン含量を評

価する。また、ヒト介入試験による生活習慣病予防効果を検証する。 
［成果の内容・特徴］ 
１．「満天きらり」を使用した乾麺およびクッキーにはルチンが残存し、ヒト介入試験の

被験食である 5 割配合麺およびクッキーにおいて、ケルセチンに分解されずに残存した

ルチンは、使用したソバ粉に対しそれぞれ 94.6 %および 50.0 %である（表 1）。  
２．ヒト介入試験の被験食である「満天きらり」5 割配合乾麺 1 食分（現物 80g）中のルチ

ン含量は 620 mg であるが、茹で後の減少率（48.7 %）を考慮すると 318 mg となる。5 割

配合クッキー1 食分（現物 50 g）のルチン含量は 321 mg である（表 1）。  
３．実施したヒト介入試験では、「満天きらり」5 割配合麺を 12 週間継続摂取した群にお

いて、体脂肪率で 4 週間目にプラセボ群より有意な低減が見られる（図 1）。また、体重

および BMI でも 8 週間目にプラセボ群より有意な低減が見られる（図 1）。  
［普及のための参考情報］ 
１．普及対象：食品加工・販売業者 
２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国のソバ屋、フランチャイズ、乾燥麺、

菓子等製造・販売業者。ダッタンソバ麺 133 万食（粉 40 t、一食 30 g 配合で計算）。  
３．その他： 
１）ヒト介入試験の結果は機能性食品表示制度への届出の参考データとして利用する。  
２）ヒト介入試験は動脈硬化指数（LDL/HDL）が 1.5 以上 4.5 以下の 30 歳以上 70 歳未満

の男女を対象としたプラセボ対照二重盲検並行群間比較試験である（図 2）。最終解析人

数は「満天きらり」5 割配合麺 1 日 80 g（麺を摂取できない場合は週に 2 回までクッキ

ー50 g も可）を 12 週間継続摂取した 144 人である。試験実施期間は 2015 年 1 月 8 日か

ら 5 月 3 日 で あ り 、 北 海 道 情 報 大 学 生 命 倫 理 委 員 会 承 認 を 得 て 遂 行 さ れた

(UMIN000015682)。  
３）脂質関連項目や血糖関連項目についての効果は認められない。  
４）粉のルチン含量は製粉機の特性や製粉時の玄ソバの水分含量に影響されることに留意

する。  
５）「満天きらり」については、以下の情報も参考となる。  

研究成果情報 良食味のだったんそば新品種候補「芽系 T27 号」(2011)  
普及成果情報 ダッタンソバ「満天きらり」の加工時のルチン含量の変動要因(2016) 
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［具体的データ］ 

表１  ヒト介入試験における試験食の栄養成分含量とルチン含量  

 満天きらり被験食品 

（満天きらり 5 割配合）  
プラセボ食品  

（満天きらり無配合）  
麺  

(80 g 乾麺) 
クッキー  

(50 g) 
麺  

(80 g 乾麺) 
クッキー                    

(50 g) 
カロリー（kcal）  280 190 280 207 
水分（g）  9.7 8.2 9.4 4.3 
タンパク質  （g）  12.7 5.8 13.0 7.1 
脂質（g）  2.1 5.6 1.3 5.4 
炭水化物（g）  51.4 28.4 53.1 31.9 
灰分（g）  －  －  －  －  
ナトリウム（mg）  434 97 382 107 
ルチン（mg）  619.8 321.1 0 0 
ケルセチン（mg）  17.7 159.1 0 0 
ルチン残存率* 0.95 0.50 －  －  

*ルチン残存率＝加工品中のルチン含量 (mol) /（ルチン含量（ mol）＋ケルセチン含量（ mol））  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２  「満天きらり」摂取ヒト介入試験プロトコール  

                 

（石黒浩二、森下敏和、鈴木達郎、野田高弘）  

 

［その他］ 

予算区分：その他外部資金（24 補正「機能性食品プロ」） 

研究期間：2013～2015 年度 

研究担当者：石黒浩二、森下敏和、鈴木達郎、野田高弘、西村三恵（北海道情報大学）、

西平順（北海道情報大学）、芦澤順三（小林食品） 

(%
) 

* 

図１ ヒト介入試験における体脂肪率、体重および BMI の変化量．  

被験食品またはプラセボ食品を 12 週間継続摂取後、15 週目までは後観察期間．  
平均値±標準誤差．*：プラセボ群に対し 5 ％水準で有意差あり(Student’s t-test)．  

* 
* 

体重 BMI 体脂肪率 

ボランティア募集 
同意取得 

スクリーニング 
割り付け 
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発表論文等： 

1) Ishiguro K. et al. (2016) Food Sci. Technol. Res. 22(4):557–562 
2) Nishimura M. et al. (2016) J. Funct. Foods 26:460–469 

111



［成果情報名］減塩味噌および出汁入り味噌の高品質化のための連続通電加熱 

［要約］減塩味噌や出汁入り味噌の高品質化の目的で、連続通電加熱により、味噌中の耐熱

性芽胞および味噌に含まれる酸性フォスファターゼを連続的に失活させることが可能であ

る。 

［キーワード］連続通電加熱、減塩味噌、出汁入り味噌、殺菌、酵素失活 

［担当］食品研究部門・食品加工流通研究領域・先端食品加工技術ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8013 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

味噌の塩分濃度を下げた減塩味噌は、味噌中に存在する枯草菌芽胞等の細菌が増殖する

可能性が高くなることから、通常の味噌以上に十分な殺菌処理が必要である。また、出汁

入り味噌は利便性が高いため、需要が高い製品であるが、味噌中に存在する酸性フォスフ

ァターゼが出汁成分を分解するため、加熱処理で酵素を失活しておく必要がある。以上の

理由から、味噌の加熱処理が一般に行われているが、味噌の熱伝導が低いことから味噌中

心部の温度を殺菌に必要な温度まで昇温するために味噌表面は長時間高温にさらされ、味

噌表面の変色や成分の熱変性が問題となっている。これまでも短波帯加熱や通電加熱によ

る味噌のバッチ加熱方法が報告されていたが、連続通電加熱による高粘度の生味噌の実用

的な殺菌方法についての報告例は無い。そこで本研究では、加圧しながら連続通電加熱処

理を行うことで味噌を迅速均一に加熱し、殺菌および酵素失活に必要な加熱時間の短縮を

実現し、減塩味噌の高品質化を目指す。 

［成果の内容・特徴］ 

１．7 個のリング状電極（図 1）を擁する連続通電加熱（J.H.）を用いて味噌の加熱処理を

行う。リング状電極の奇数番目の接地側電極と偶数番目の非接地側電極の間に印加され

た交流電界により、リング内を通過する味噌に交流電流が流れ、味噌自体がジュール発

熱する。 

２．連続通電加熱処理による味噌の温度履歴は図 2 で示す通り、4 秒間で 98 °C まで昇温

し、4 秒の温度保持後、2 重冷却管で直ちに冷却する。冷却した味噌は圧力調整弁で系内

を加圧しながら排出する。4 秒で昇温する連続通電加熱処理はスチームインジェクショ

ンと比べてもさらに昇温時間が短縮されている。 

３．連続通電加熱処理において、出口部に設けた圧力調整弁で系内圧力を高くすることに

より、加熱に伴って味噌中で発生する空隙の増大を抑え、味噌の均一迅速加熱が可能と

なり、殺菌効果が高くなる。0.75 MPa の加圧下で味噌を 98 °C まで連続通電加熱した場

合に枯草菌芽胞は 1/500（2.7 対数）に減少する（図 3）。 
４．殺菌と同様の連続通電加熱処理で味噌を 65 °C まで昇温することにより、味噌中に含

まれる酸性フォスファターゼは 90 %以上失活する（図 4）。 

５．温浴加熱（C.H.）で 98 °C まで加熱した味噌と、連続通電加熱（J.H.）で 98 °C まで加

熱した味噌の色変化を比較したところ、連続通電加熱では褐変が認められないのに対し

て、殺菌効果が劣る温浴加熱では大きく褐変する。  
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：味噌加工事業者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国・中小、大規模味噌加工業者  
３．その他：本装置は味噌搬送用のポンプの能力制限で味噌を 60 kg/h で処理しているが、

さらに処理量の大きな連続通電加熱装置は既に市販されており、吐出能力の高いポンプ

を利用することにより 1 t/h を超える大規模な連続殺菌処理が実現可能である。また、連

続通電加熱は運転が自動化されているため省力化となるほか、電気エネルギーの変換効

率が高いためランニングコストが低減する。 
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［具体的データ］ 

原料

味噌

接地端子非接地端子

チタン電極 樹脂パイプ

交流電源へ

加熱

味噌 加
圧

 

図 1 味噌の連続通電加熱用リング状電極   図２  味噌の温度履歴 

 

 

図３  味噌中の枯草菌芽胞の失活   図４ 味噌の酸性フォスファターゼの失活  

（）内は加圧力 

                    （植村邦彦）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（助成金） 

研究期間：2014～2016 年度 

研究担当者：植村邦彦  
発表論文等： 
1)植村ら(2016)日科工誌、63(11):516-519 
2)植村ら(2016)日科工誌、63(12):575-577 
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［成果情報名］リンゴのみつ風味を再現するエチルエステルフレーバー 

［要約］みつ入りリンゴの香気成分中のエチルエステル類の組成をもとに調合したフレーバ

ーを添加すると、リンゴ加工品のみつ風味と嗜好性が高まる。 

［キーワード］リンゴ、みつ風味、嗜好性、エチルエステル類、フレーバー 

［担当］中央農業研究センター・土壌肥料研究領域・作物栄養グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8481 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

リンゴ(Malus domestica Borkh.)のみつ入り果は「甘くておいしい」との評判が高いが、糖

度では説明できないケースが多く、好まれる理由は謎とされていた。しかし、みつ部分の

低酸素条件によって生成するエチルエステル類が嗜好性の高さの決め手となる可能性を

2015 年度に示した。そこで、「ふじ」みつ入り果の香気成分組成をもとにエチルエス

テル類からなるフレーバーを調合し、リンゴの嗜好性を高める効果があるか明らか

にする。また、リンゴ加工品及びリンゴ風味食品の嗜好性を高めるフレーバーの開発

に繋がる情報を収集する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．リンゴみつ入り果には、みつ部分の嫌気代謝によってエチルエステル類が多量に生成

することを 2015 年度に報告している。「ふじ」みつ入り果の香気成分中のエチルエ

ステル類の組成を解析すると、酪酸エチルが最も多く含まれており、2-メチル酪酸、

プロピオン酸、ヘキサン酸のエステルがこれに続く。この情報をもとに調合したエチ

ルエステルフレーバーの組成を表 1 に示す。  
２．「ふじ」みつ無し果から調製した混濁果汁に表 1 の調合したフレーバーを 0.1 %添加

するとみつ風味が高まり、そのみつ風味は「ふじ」みつ入り果の混濁果汁と同等とな

る。エチルエステル類はリンゴのみつ風味の決め手となる成分である。  
３．みつ入り果から調製した混濁果汁では褐変が生じやすく外観の悪化を招く。エチルエ

ステルフレーバーの使用によって、外観が悪化することなくみつ風味と嗜好性の強化

が可能となる（図 1）。 
４．フレーバーとして市販アップルフレーバーを用いたキャンディと、そのアップルフレ

ーバーにエチルエステルフレーバーを添加したキャンディ（フレーバー添加区）を比

較する官能評価を行うと、エチルエステルフレーバー添加キャンディのみつ風味及び

嗜好性の評価は高まる（図 2）。  
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：リンゴ加工業者、香料メーカー、食品加工業者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国 

３．その他： 

1)リンゴみつ入り果へのエチルエステル類の集積については 2015 年度研究成果情報を参

照する（「みつ入りリンゴの嗜好性はエチルエステル類の集積により高くなる」、

http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/narc/2015/narc15_s21.

html）。 

2)リンゴ生果のピューレ、市販アップルフレーバーを配合した清涼飲料でも混濁果汁及び

キャンディと同様のみつ風味及び嗜好性の上昇効果が認められる。フレーバーとして

使用する際には、対象食品の香気組成及び特徴に合わせて組成の再調整が望ましい。 
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［具体的データ］ 

表 1 調合したエチルエステルフレーバーの組成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（田中福代） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2014～2015 年度 

研究担当者：田中福代、岡崎圭毅、庄司靖隆（小川香料（株））、宮澤利男（小川香料

（株）） 

発表論文等： 

配 合 成 分 
配合比率  

% (w/w) 
酪酸エチル  9.0 
2-メチル酪酸エチル  3.0 
プロピオン酸エチル  2.8 
ヘキサン酸エチル  1.2 
酢酸エチル  0.3 
2-メチルプロピオン酸エチル  0.01 
チグリン酸エチル  0.01 
エタノール  残部 

合  計 100 

無添加：市販アップルフレーバーのみ  
フレーバー添加：市販アップルフレーバー

+表１のフレーバー  
無添加を 4 点とし、1 点から 7 点の 7 段階

尺度で強弱を評価  

みつ無し果：「ふじ」みつ無し果から調製

した混濁果汁  
みつ入り果：「ふじ」みつ無し果と同一生

産者の「ふじ」みつ入り果から調製した

混濁果汁  
みつ無し果+フレーバー：みつ無し果混濁

果汁に表 1 のフレーバーを 0.1 %添加  
 
みつ無し果を 4 点とし、みつ風味・嗜好性

は 1（弱）から 7（強）、外観は 1（悪化）

から 7（改善)の 7 段階尺度で評価。  

図１、２ともに n=10。ウィルコクソンの

符号付き順位検定により、*、**は p<0.05、
0.01 の各水準でみつ無し果と有意に異な

ることを意味する。  

*

**

**
*

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

みつ風味 嗜好性 外観

得
点

図1 官能評価（ふじ混濁果汁）

みつ無し果

みつ入り果

みつ無し果+フレーバー

**
**

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

みつ風味 嗜好性

得
点

図２ 官能評価（リンゴ風味キャンディ）

無添加

フレーバー添加
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1)田中ら (2016) 日食科工誌、63(3):101-116 
2)田中ら (2017) 日食科工誌、64(1):34-37 
3)田中ら「リンゴの蜜様香気を表現する香料組成物および香気付与方法」特開 2016- 
154488 (2016 年 9 月 1 日)、実施許諾契約締結済み  
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[成果情報名］多様な遺伝子組換え食品に対応可能な検査法の開発 

［要約］遺伝子組換え（GM）食品の表示制度を科学的に検証する方法として検査法が公表さ

れ、広く利用されている。GM トウモロコシの種類の増加に対応できる検査法を開発す

る。一連の検査法は､2016 年 11 月に消費者庁検査法に採用されている。  
［キーワード］遺伝子組換え食品、掛け合わせ種子、グループ検査法、リアルタイム PCR ア

レイ法 

［担当］食品研究部門・食品分析研究領域・信頼性評価ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8014 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

「安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法」は「食品表示基準について」（平成

27 年 3 月 30 日付け消食表 139 号）の別添により定められており、分別生産流通管理がな

された作物の検査に用いられている。しかし､トウモロコシの安全性審査済み GM 系統お

よびそれらを複数掛け合わせた（スタック）品種の増加が著しいことから、従来の検査法

で混入を見落とす可能性、逆に混入率を過大評価する可能性が指摘されている。そこで、

トウモロコシのスクリーニング検査法に､新たな GM 系統を対象にした検査法を追加する。

さらに、スクリーニング検査で混入率が閾値の 5 %を越える可能性がある場合の確定検査

として､スタック品種の混入に影響を受けない検査法を追加する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．流通が確認されている GM トウモロコシ MIR604 系統および MIR162 系統は、カリフ

ラワーモザイクウィルス由来 35S プロモーターを含まないため、従来のスクリーニング

検査法では検出されない。両系統に特異的な定量分析法を開発したことで、検査対象の

見落としがないスクリーニング検査が可能である。  
２．グループ検査法は、以下の 3 つのステップから構成される分析法である：（1）トウ

モロコシ穀粒を規定粒数ずつ含むグループを規定数用意する；（2）グループ毎に GM
穀粒の混入の有無についてリアルタイム PCR で定性分析する；（3）供試した全グルー

プの PCR 結果から統計学的に GM 混入率を評価・推定する（図 1）。スクリーニング

検査法では､スタック品種の混入により混入率が過大評価されるが、グループ検査法で

は、スタック品種の混入の如何にかかわらず､混入率が閾値の 5 %を超過しているか否

か正確に判断することができる。 

３．リアルタイム PCR アレイ法は、PCR 用の 96 ウェルプレートで一度に多種類のリアル

タイム PCR を実施し、多くの標的を同時に検出する分析手法である（図 2）。トウモロ

コシの安全性審査済み GM 系統を一斉に定性検知することで､いずれの GM 系統が混入

しているか最終的に特定することができる。本手法は、必要に応じて標的配列の加除が

自由にできるため、検査法の更新が容易であり、今後予想される検査対象系統の増加に

も対応することができる。  
４．作成した分析マニュアルが、消費者庁から検査法として公表されており、上記 1～3

の一連の検査を滞りなく実施することができる。  
 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：公的検査機関、民間検査機関、加工食品製造者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：国内全域、米国等日本向け分別生産流通

管理トウモロコシ等輸出国（遺伝子組換えトウモロコシ等生産国） 

３．その他：作成したマニュアルの一連の検査法は､2016 年 11 月に消費者庁検査法に採

用されている。消費者庁 「食品表示基準について」の一部改正について（平成 28 年

11 月 17 日付け消食表第 706 号）（http://www.caa.go.jp/foods/pdf/161117_tuchi-bun.pdf） 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（真野潤一、高畠令王奈、橘田和美）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（次世代ゲノム）、その他外部資金（受託試験） 

研究期間：2006～2016 年度 

研究担当者：真野潤一、高畠令王奈、橘田和美 

発表論文等： 

1)Mano J. et al. (2009) J. Agric. Food Chem. 57(1):26-37 
2)Mano J. et al. (2011) J. Agric. Food Chem. 59(13):6856-6863 
3)Mano J. et al. (2012) Food Hyg. Saf. Sci. 53(4):166-171 
4)Takabatake R. et al. (2014) Food Hyg. Saf. Sci. 55(5):205-209 

図２ リアルタイム PCR アレイ法の分析手順 

図１ グループ検査法の概要  
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［成果情報名］国際標準となった国産牛疫ワクチン 

［要約］農研機構のワクチン製造施設で作られる牛疫ワクチンが国際標準ワクチンとして国

際機関に認定されています。 

［キーワード］牛疫、ワクチン、清浄性維持、国際貢献、高度弱毒株 

［担当］疾病対策部・生物学的製剤製造グループ・製造科 

［代表連絡先］電話029-838-7937 
［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］  

牛疫は高い致死性と伝染力により世界で最も恐れられる反すう獣の悪性伝染病である。

過去には世界中で発生が見られたが、国際機関を中心とする撲滅キャンペーンにより、

2011年に世界的な根絶が達成されている。この根絶の過程で日本はワクチンの開発・改良

を通じておもにアジア地域における牛疫の清浄化に貢献し、また、現在まで世界で唯一と

なる緊急備蓄用ワクチンの製造を継続している。この備蓄用牛疫ワクチンの製造には、牛

疫に感受性の高い黒毛和種等に対しても安全に使えるウイルスとして動物衛生研究部門

（旧家畜衛生試験場）において高度に弱毒化された牛疫ウイルス赤穂（あこう）株が用い

られるが、この株の知名度は低く、未だ国際的な位置付けが定められていない。 

本研究では、国産ワクチンの製造用株である赤穂株の遺伝的性状を明らかにするととも

に、その品質の安定性に関する試験を行い、国際標準のワクチン製造用株として国際獣疫

事務局（OIE）マニュアルへの登録を目指す。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．牛疫ワクチン赤穂株の全塩基配列を決定（DDBJ登録番号：LC057619）し、既知の牛

疫ウイルスとの相違を明らかにしている（図1）。 

２．上記の塩基配列情報ならびにこれまで当所が製造、備蓄してきた牛疫ワクチンの保管

製品中のウイルス含有量の変化に関する試験成績、ワクチンの製造及び品質試験法等

を添えてマニュアルの改訂案をOIEに提出した。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．2016年5月のOIE総会においてOIEマニュアルの改訂案の掲載が承認され、赤穂株が国

際標準のワクチン製造用株として収録されている。 

２．国際的な合意により、現在、牛疫ウイルスの取り扱いは厳しく制限されている。農研

機構は国際的に認可された数少ない牛疫ウイルス保持施設の一つである。 

３．国連食糧農業機関及びOIEが策定する緊急時対応計画における重要な防疫措置に位置

づけられ、万一の発生に際して加盟国に提供される。 
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［具体的データ］ 

 

     

図１ 牛疫ワクチン製造用株の系譜(A)と分子系統樹(B) 
 

 

 

 

 

（国保健浩） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金 
研究期間：2013～2016年度 
研究担当者：国保健浩、大橋傳、伊東伸宜、高松仁美、照井和哉、犬飼光子、馬場典子、 
佐田和浩、柏木由夏、小林秀樹 
発表論文等： 

1) Takamatsu H. et al. (2015) Genome A 3(5): e00976-15 

2) World Organization for Animal Health (2016) Manual of Diagnostic and Vaccines for Terrestrial 

※現在の牛疫ワクチンは赤穂株を

ミドリザル由来の培養細胞で増殖

させることにより製造する。 

(A) 

(B) 

※Measles Edmonton は同じモルビリウイルス科に

属する麻疹ウイルスエドモンストン株（モルビリ

ウイルス科の基準株）。 

1917年に牛疫血清製造所の蠣崎博士が世界初となる牛疫不活化ワクチンを開発。次いで中村博士 

が病原性株をウサギで継代することにより中村株を樹立している。中村株はアジアの牛疫撲滅に 

貢献したが、黒毛和牛等の一部の在来種に対して病原性を示すことがある。赤穂株はこの中村株から 

発育鶏卵を用いた継代により1957年に樹立された高度弱毒化株である。 

 

赤穂株 
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Animals, Chapter 2.1.19. Rinderpest (infection with rinderpest virus) 
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［成果情報名］口蹄疫の伝播シミュレーター（JSMIN-FMD）の開発 

［要約］口蹄疫発生時の迅速な防疫対応を支援するため、口蹄疫の感染の広がりや、防疫対

応に要する人員や費用の推定が可能な口蹄疫の伝播シミュレーターを開発する。このシミ

ュレーターは、行政の防疫担当者が防疫対策の立案や意思決定に活用できる。 

［キーワード］口蹄疫、伝播モデル、シミュレーター、防疫対策、危機管理 

［担当］動物衛生研究部門・ウイルス・疫学研究領域・疫学ユニット 

［代表連絡先］電話029-838-7937 
［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］  

口蹄疫の早期封じ込めには、発生時の迅速な防疫対応が重要である。そのためには、地

域における感染の広がりやすさを把握し、これに応じた防疫対策を実行できるように、必

要な人員と資材を事前に備えておくことが重要である。そこで、本研究では、国内の様々

な地域における口蹄疫の感染の広がりや、防疫対応に要する人員や費用の推定が可能な口

蹄疫の伝播シミュレーター（Japan Simulation Model of Infectious animal diseases-FMD: 
JSMIN-FMD）を開発する（図1）。本シミュレーターは、行政の防疫担当者が地域の防疫

対策の立案や意思決定に活用できるよう、操作性と汎用性の高いシステムを目指して開発

する。 
 
［成果の内容・特徴］ 

１．本シミュレーターでは、口蹄疫の感染拡大のシミュレーションを行うために、地域の

畜産農家の情報、感染拡大の条件及び防疫対策の条件を入力する。農場間の感染の広

がりは、人や車両の移動に伴う伝播と農場間の距離に応じた伝播によって再現され

る。 

２．防疫対策は、感染農場における殺処分、感染農場の周辺農場に対する予防的殺処分、

及び周辺農場に対するワクチン接種の3種類を評価できる。また、動物種や飼養規模な

どに応じて対策の優先順位を設定することも可能である。防疫対策の条件を変更する

ことで、様々な防疫対策の効果を比較することもできる。 

３．シミュレーションの結果は、感染拡大の推移がグラフと地図で出力される（図2）。

地域内における感染の広がりは、地図のアニメーション機能で表現される。また、防

疫対応に必要な人員と費用を推定し、その結果をグラフ表示することも可能である。 

４．口蹄疫の感染拡大は、ウイルスの病原性や感染力、侵入地域の家畜の飼養状況、侵入

から発見までの期間など様々な影響を受けることから、本シミュレーターは口蹄疫発

生時の感染拡大を必ずしも正確に予測するものではないことに留意する必要がある。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：国や都道府県等の家畜衛生担当者 

２．普及予定地域、普及予定面積・普及台数等：全国 

３．その他：地域レベルでの口蹄疫の防疫対策の立案、意思決定、防疫演習に利用可能。 

４．操作方法の問合せ先：動物衛生研究部門・ウイルス・疫学研究領域・疫学ユニット。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 （早山陽子） 

 

［その他］ 

予算区分：委託プロ（食の安全・動物衛生プロ） 
研究期間：2013～2016年度 
研究担当者：早山陽子、山本健久 

発表論文等： 
1) 早山、山本 (2016)「家畜伝染病伝播シミュレーター（口蹄疫）Japan Simulation Model of 

Infectious animal diseases-FMD（JSMIN-FMD）」 

2) Hayama Y. et al. (2013) Prev. Vet. Med. 112:183-193 

図 1 伝播シミュレーターのイメージ図 

図 2 伝播シミュレーターの出力画面の例 
・左のグラフは、流行が始まってからの 1 日ごとの感染戸数の推移を示す 
（横軸：流行日数、縦軸：牛豚の感染戸数の合計値）。 

・右の地図は、流行が始まってから 10 日目の感染状況を示す 
（青：非感染農場、赤：感染農場）。 

国や都道府県の防疫担当者が、防疫対策の事前準備のために活用可能な
口蹄疫の感染拡大を評価するシミュレーター

防疫担当者が
地域の畜産情報、感染条件、
防疫対策の条件を入力 シミュレーターで計算

シミュレーターのアウトプット
・流行日数
・感染戸数・頭数
・防疫作業に必要な人員
・損失額や対策費用

・リスクの高い地域の特定
・防疫対策の効果の比較
・必要な資材や人員の検証
・発生時の被害の予測
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3) Hayama Y. et al. (2016) J. Vet. Med. Sci. 78:13-22 
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［成果情報名］簡易型サイロによる空隙と補助剤を用いた新たな発酵飼料調製法 

［要約］ドラム缶サイロ等の簡易型サイロでの発酵飼料調製時に、上部に空隙を確保するこ

と、脱酸素剤とエタノール蒸散剤を配置することで、かび発生が抑制され、サイレージ発

酵が亢進し、安定した発酵飼料を調製できる。 

［キーワード］エタノール蒸散剤、空隙、サイレージ調製補助剤、脱酸素剤 

［担当］動物衛生研究部門・病態研究領域・中毒毒性ユニット 

［代表連絡先］電話029-838-7937 
［分類］普及成果情報 

 
［背景・ねらい］  

飼料用米や発酵 TMR 等の発酵飼料を調製するサイロとして、フレコンバックやドラム缶

などの簡易型のサイロが普及している。これらのサイロは、初期投資の削減、運搬が容易

であること、飼料原料や家畜の飼養規模に応じて種々の容量で調製できるなどの利点があ

る。しかしながら、これらの簡易型のサイロで調製したサイレージは、嫌気性の確保が困

難なために、かびの発生やサイレージ発酵が十分に進まない事例が頻繁に発生している。

このようなサイレージは飼料の栄養価を保持できないだけではなく、飼料衛生の観点から

も問題となる。また、調製した発酵飼料を家畜飼育者に販売する場合は、品質を担保でき

ないために商品価値が大きく損なわれる。そこで、簡易型サイロによる発酵飼料サイレー

ジの調製において、かびの発生を抑制し、安定してサイレージ発酵が亢進する調製技術を

開発する。 
 

［成果の内容・特徴］ 
１．ドラム缶やフレコンバックをサイロとして使用した発酵飼料の調製時に、サイロに充

填する飼料原料（飼料用米等）を容器の 8〜9 割程度に留め上部に空隙を確保すること、

脱酸素剤とエタノール蒸散剤をサイロ内の飼料原料の表面に配置することで（図 1）、か

びの発生を抑制し（図 2）、サイレージの発酵品質を向上（pH の減少、乳酸濃度の上昇、

酢酸濃度の低下）させる（図 3）。 
 
［普及のための参考情報］ 
１．普及対象：飼料用米生産者、家畜生産者 
２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：国内 TMR センター、農業者団体などの飼

料生産者、中間山地小規模家畜飼養農家など。 
３．脱酸素剤とエタノール蒸散剤は、日本化薬フードテクノ社（群馬県高崎市）より発売

されている。 
 脱酸素剤：モデュランＷ-5L, 20Ｌ、原材料 1kg あたり約 0.6〜2.6 円 
 エタノール蒸散剤：オイテック L-24Ｇ, L-42G、原材料 1kg あたり約 0.5〜4 円 
 ※注 1：サイロ容量に比例して配置する 
 ※注 2：上記容量は目安であり、サイロのガスバリア性に依存する 
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［具体的データ］                     

 

      （上垣隆一、木村俊之） 

 

［その他］ 
予算区分：交付金 

研究期間：2014～2015年度 

研究担当者：上垣隆一、木村俊之、大澤玲（埼玉県農業技術研究センター）、川野和男（日

本化薬フードテクノ） 
発表論文等：  

1) 上垣ら「発酵飼料の製造方法」特願 2015-158301 (2015 年 8 月 10 日)  

 
図 1 新たな発酵飼料調製法の模式図 

 
図 3 飼料用米サイレージの発酵品質：新法の効果 

200L フレコンバックを使用して飼料用米を原料にサイレージを調製し 2 ヶ月間貯蔵した時のデータ。新法

（空隙を確保し発酵飼料調製補助剤[脱酸素剤およびエタノール蒸散剤]を配置する）によりサイレージ発

酵品質の改善が認められる。※pH と乳酸濃度で両者に有意差（P<0.05、P<0.001）あり 

 
図 2 飼料用米サイレージの従来法と新法の比較

（60L サイズプラスチック製サイロを使用） 
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2) 上垣ら「発酵飼料製造用改善剤、及び発酵飼料の製造方法」特願 2015-158307 (2015 年 8
月 10 日)  
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［成果情報名］ストロビルリン系殺菌剤（QoI 剤）耐性イネいもち病菌の対策マニュアル 

［要約］効果の高い耐性菌対策として、QoI 剤箱処理剤の使用面積割合および連用年数を 10
～30％および 3～5 年以内に制限、採種圃場の防除徹底などでの保菌率の低減化を推奨す

る。具体的な数値目標と対策のフローを提示することで、確実に耐性菌の発生を抑制する。 
［キーワード］薬剤耐性菌、イネいもち病菌、QoI 剤、耐性菌検定法、マニュアル 

［担当］中央農業研究センター・病害研究領域・抵抗性利用グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8481 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

ストロビルリン系殺菌剤（QoI 剤）は、水稲ではいもち病と紋枯病などの基幹防除剤と

して普及しているが、2012 年以降、QoI 剤耐性イネいもち病菌が全国的に発生したことか

ら、実効性のある耐性菌対策の確立が求められている。  
イネいもち病は種子伝染性病害であることから、耐性菌対策は都道府県や地域単位で取

り組むことが重要である。本マニュアルでは、耐性菌対策の要点とその具体的な数値目標

を提示することで、確実に耐性菌の発生を抑制できる技術情報とする。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．耐性菌対策の要点、発生・拡大リスクの分類と対応例、耐性菌検定法などの関連する

情報や手法を取りまとめ、「殺菌剤耐性イネいもち病菌対策マニュアル」とする（図 1）。 
２．効果の高い耐性菌対策として、（1）QoI 剤箱処理剤の使用面積の制限（箱処理剤の使

用面積割合を 10～30％に制限）、（2）連用の制限（使用面積割合に応じて連用年数を 3
～5 年以内に制限）、（3）種子保菌率の低減化（採種圃場の防除や種子消毒の徹底など

で保菌率を低減化）を推奨する（図 2）。  
３．QoI 剤の使用中止期間は、抵抗性誘導剤など作用機作の異なる箱処理剤や本田散布剤

のみの体系による防除を行う。 

４．耐性菌対策の一連の作業は、3 つのセクション（情報収集と発生予測、モニタリングと

耐性菌検定、リスク評価と耐性菌対策）から構成されるフローとして示す（図 3）。  

５．「情報収集と発生予測」のセクションでは、「管理区域」におけるいもち病の発生量

や薬剤の系統毎の使用面積などの疫学的情報を収集・分析し、管理目標やモニタリング

計画を策定する。「管理区域」は、種子や殺菌剤の流通を把握かつ管理可能な区域と定

義する。「モニタリングと耐性菌検定」のセクションでは、耐性菌検定法により耐性菌

の発生動向を監視する。耐性菌の発生状況に応じ、「リスク評価と耐性菌対策」のセク

ションで対象薬剤の継続使用か使用中止の判断を行う。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：都道府県の関係機関、農薬会社、JA、全農、農薬の卸売業者など 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国の水稲栽培地域 約 150 万 ha  

３．その他： 

１）マニュアルは農研機構のホームページ（URL: http://www.naro.affrc.go.jp/publi
city_report/pub2016_or_later/laboratory/narc/073008.html）で公開している。 

２）本マニュアルで示した管理目標を達成するには、都道府県の担当者に加え、すべて

の関係団体（全農、JA、農薬会社、卸売業者、小売、生産者）を含む枠組みで取り組む

ことが必要となる。  
３）三重県は、本マニュアルに沿った採種圃場の防除対策の徹底などの耐性菌対策に取

り組んでおり、耐性菌の発生を抑制できている。 
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［具体的データ］ 

 
    

 

 

 
図３ イネいもち病の QoI 剤耐性菌対策のフロー 

                    （鈴木文彦） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（次世代ゲノム） 

研究期間：2014～2016 年度 

研究担当者：鈴木文彦、芦澤武人、早野由里子、林敬子、光永貴之、笹谷孝英、平八重一

之、井上博喜、石井貴明（福岡農総試）、菖蒲信一郎（佐賀農試）、稲田稔（佐賀農試）、

鈴木啓史(三重農研) 

図１ マニュアルの表紙

（イメージ） 
図２ 耐性菌対策の管理目標（ポイント）  
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発表論文等： 

1)Hayashi K et al（2015）JGPP、81:131-135 

2)早野ら（2015）日植病報、81:141-143 

3)Hayashi K et al(2017)JGPP、DOI: 10.1007/s10327-017-0725-8 
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［成果情報名］ニホンナシ発芽不良障害の発生は窒素施用時期の変更により軽減できる 

［要約］暖地のニホンナシにおいて、秋冬期が高温となる年に発生する発芽不良障害は、窒

素施用が耐凍性の獲得を阻害し、凍害が発生することが主因である。窒素施用時期を慣行

の秋冬期から翌年春に変更することにより、発芽不良障害の発生率を軽減できる。 

［キーワード］ニホンナシ、発芽不良、窒素施用時期  
［担当］果樹茶業研究部門・生産・流通研究領域・栽培生理ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6453 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

2009 年頃より九州各県では、暖冬年を中心にニホンナシ「幸水」等の露地栽培において

花芽の枯死を中心とした発芽不良障害（写真 1）が発生しているが、発生メカニズムは明ら

かになっていない。温暖化の進行にともなって、今後、暖地を中心に発芽不良障害の広域

的な発生が懸念される。そこで、発芽不良の発生要因の解明を行い、発生軽減技術を開発

する。  
［成果の内容・特徴］ 

１．発芽不良が発生している鹿児島県農業開発総合センター果樹部北薩分場に植栽した「幸

水」成木において、慣行区（秋施肥+冬堆肥区、表１）や化学肥料施用時期を遅らせた区

（春施肥+冬堆肥区）に対し、堆肥施用時期も遅らせた区（春施肥+春堆肥区）では、発

芽不良障害の発生率は、半分以下に減少する（図 1）。  
２．冬期における花芽の枯死温度は、慣行の秋施肥+冬堆肥区および春施肥+冬堆肥区に対

し、春施肥+春堆肥区では低く、したがって耐凍性は高く維持される（図 2）。 

３．以上のことより、発芽不良発生要因の一つとして耐凍性の低下が考えられ、窒素施用

時期を慣行の秋冬期から翌年春に変更することにより、発芽不良障害の発生率を軽減で

きる。  
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：ニホンナシ生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：発芽不良障害発生常習地（約 40ha）およ

び九州等の暖地を中心したニホンナシの発芽不良障害発生地域。 

３．その他：今回使用した化学肥料は、有機入り化成（速効性）肥料（成分含有率：窒素-

リン酸-カリ＝10-8-6、有機由来窒素 40%）であり、家畜ふん堆肥の全窒素含量は 2％で

ある。窒素施用時期を翌年春に変更して 5 年経過した樹において、慣行栽培樹と樹体生

育および果実品質等に差が無いことを確認している。本成果について、農家や普及指導

員に平成 29 年度発行予定のマニュアル等を通じて情報提供を行う予定である。本試験

は、鹿児島県のシラス土壌において得られた試験結果であり、気象および土壌条件が異

なる場合は、発芽不良障害の発生軽減効果が異なる可能性がある。 
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［具体的データ］ 

      

   
 
 
 

                             

 

 

（阪本大輔）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（温暖化適応・異常気象対応） 

研究期間：2010～2016 年度 

研究担当者：阪本大輔、藤川和博(鹿児島県農総セ）、坂上陽美(鹿児島県農総セ）、井上

博道、伊東明子、森口卓哉、東明弘(鹿児島県農総セ）、杉浦俊彦 

発表論文等：  

写真１ 開花期における発芽不良障害の発生  
手前側：発生樹、奥側：未発生樹  

図２ 窒素施用時期の違いが花芽の耐凍性に

及ぼす影響（2015-2016 年）  
枯死温度（℃）は 0℃で 3 時間、処理温度  
（-5、-8、-12、-16℃）に 16 時間、0℃に  
3 時間、5℃で 5 時間処理後、20℃で 2 週間  
水挿しし、半数の芽が枯死する温度。  

図１ 窒素施用時期の違いが花芽の 
枯死率に及ぼす影響（2016 年）  

開花期に、圃場の処理区毎（各 3 樹）

に花芽を無作為に各樹 100 芽程度  
選び、枯死率の調査を行った。  
図中のバーは標準誤差を示す（n=3）。  

表１ 処理区別の化学肥料および堆肥の  
施用時期および量(10a あたり) 
（黒字：化学肥料 z、赤字：堆肥） 

処理区 9月 10月 11月 12月 3月 合計

3.6 kg 9 kg 5.4 kg ― ― 18 kg
― ― 2 t ― 2 t
― ― ― 18 kg 18 kg
― ― 2 t ― 2 t
― ― ― 18 kg 18 kg
― ― ― 2 t 2 t

z 図中には窒素換算量を表示。

春施肥+春堆肥

慣行
(秋施肥+冬堆肥)

春施肥+冬堆肥
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1) 農研機構など(2015)「ニホンナシに発生する発芽不良の発生要因と対策 (技術マニュア

ル)」http://ccaff.dc.affrc.go.jp/project2015/manual2015/nihon-nashi_2015.pdf (2015 年 2 月) 
2）Sakamoto D. et al. (2017) Hort. J. 86(1):19-25 
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［成果情報名］気象予報を含む全国日別 1km メッシュ農業気象データ作成・配信システム 

［要約］最長 26 日先までの予報を含む 13 種類の農業気象データを 1980 年から現在の翌年

までについて提供する。データは約 1km のメッシュ単位で整備され、必要とする気象要素、

地域、期間を任意に選択して取得できる。種々な栽培管理支援情報の作出に利用できる。 

［キーワード］特定向け気象予報、基準地域メッシュ、農業気象、日別値 

［担当］農業環境変動研究センター・気象変動対応研究領域・温暖化適応策ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8240 
［分類］過年度普及成果情報（2015） 
［背景・ねらい］ 

近年の温暖化傾向を背景として、気象条件を考慮して作物を管理する必要性が増し、発

育予測に基づく栽培管理や病害虫防除適期の提示、作付適期の設定、冷害や高温障害の予

測に基づく対策など、栽培管理支援技術やアプリケーションの開発が盛んに進められてい

る。これに伴い、湿度などアメダスでは非測定の気象データや気象の予報に対する需要が

高まっている。そこで、気象予報を含む日別の農業気象データセットを全国について 1km
メッシュで作成し、次世代の農業向け気象情報インフラとする。 

［成果の内容・特徴］ 

１．システムが保持するデータは、基準地域メッシュ（約１km×１km）を単位として全国を網羅す

る。日平均気温など一般的な気象要素に加え、耕地表面の温度推定に欠かせない下向き長波

放射量や農業施設の雪害に深くかかわる積雪相当水量など、栽培管理支援情報の作成に役

立つ13の気象要素からなり、1980年（一部2008年）以降現在の1年後までの期間について利用

可能である（表１）。期間のうち現在から最長26日先までについては予報値である。特に、気温に

ついては、予報気温の確からしさとして予報値の標準偏差近似値も保持する。これを用いると出

穂日の予測等、気温予報に基づく農業情報に信頼性情報を付加することができる。 
２．日平均気温、日最高気温、日最低気温、降水量、日照時間、全天日射量については、2011年

以降の日別平滑平年値も利用可能である。このデータは、気象庁の日別平滑平年値(地点別の

データ)とメッシュ平年値(月別のメッシュデータ)との両方に高く整合する。 
３．システムのデータは毎日更新される。現在の１日前の気象値は、最新のアメダス観測値他に基

づいて更新され、予報値については、メソ数値予報モデル(MSM)GPV、全球数値予報モデル

(GSM)GPV、異常天候早期警戒情報、１か月予報ガイダンスに基づいて更新される（図１）。 
４．農研機構は、気象業務の許可を有し、このデータを特定向け気象予報としてオンデマンド配信

する。利用者は、必要とする気象要素、地点 /地域、日 /期間のデータを表計算アプリのシート上

にワンクリックで読み込んだり、栽培管理支援情報を作成するアプリケーションプログラムに取得

させたりできる。 
５．このシステムの中核をなすプログラムは、職務作成プログラム（機-A24）として利用可能なので、

事業体もしくは個人が同等のシステムを構築しメッシュ農業気象データを独自に生産することも

可能である。インターネットを介した転送が不要となるので、より高速で安定した利用が可能とな

る。ただし、運用には気象資料の入手が必要である。また、データを自ら使用することは差し支え

ないが、第三者に継続して提供する場合は気象予報業務の許可を取得する必要がある。 
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：気象データの農業利用を行おうとする公設農業試験研究機関、教育機関、

農業情報事業者、食品関連事業者、JA 等 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全都道府県の公設農業試験研究機関、10

校程度の大学等教育機関、10 社程度の農業情報事業者・食品関連事業者 

３．その他：普及対象者には、利用目的を審査の上このデータの利用を認める。ただし、

データを使用した結果や使用できなかった結果に対し農研機構は責任を負わない。デー

タを第三者に譲渡することはできない。成果物の販売はできない。 
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図1 システムが作成したデータの例(上段)、並びに、作成に使用する気象資料と処理

の概要(下段) 
北緯36.06度、東経 140.13度における2015年12月1日～2016年4月30日の日平均気

温を、2016年3月11日(図中の「当日」)にシステムから取得して作成したグラフ。

データの作成には下段に示す気象資料が使用される。 

～1日前 当日 ～9日先 ～10日先 ～26日先 27日先～

使用する
気象資料

AMeDAS
/解析雨量

MSM-GPV GSM-GPV
(日本域)

異常天候
早期警戒情報

ガイダンス

1か月予報
ガイダンス

平年値
(日別)

処理の概要 地点別観測値をメッシュに空間補間
5kmグリッドを
1kmに変換後
バイアス補正

20kmグリッドを
1kmに変換後
バイアス補正

地点別予報値(7日平均の平年
偏差)に平年値を加算後メッ

シュに空間補間
処理なし

表１．システムが作成・配信する農業気象データの一覧 
気象要素 単位 過去値 予報値 平年値 

日平均気温  ℃  1980年1月1日～前日  当日～26日先  2011年～2020年  
日最高気温  ℃  1980年1月1日～前日  当日～26日先  2011年～2020年  
日最低気温  ℃  1980年1月1日～前日  当日～26日先  2011年～2020年  
降水量  mm/day 1980年1月1日～前日  当日～26日先  2011年～2020年  
日照時間  h/day 1980年1月1日～前日  なし  2011年～2020年  
全天日射量  J/m2/day 1980年1月1日～前日  なし  2011年～2020年  
下向き長波放射量  J/m2/day 2008年1月1日～前日  なし  なし  
日平均相対湿度  % 2008年1月1日～前日  当日～9日先  なし  
日平均風速  m/s 2008年1月1日～前日  当日～9日先  なし  
積雪深  cm 2008年1月1日～前日  なし  なし  
積雪相当水量  mm 2008年1月1日～前日  なし  なし  
日降雪相当水量  mm/day 2008年1月1日～前日  なし  なし  
予報気温の確からしさ* ℃  2011年1月1日～前日  当日～26日先  なし  

*気温予報値の標準偏差近似値  

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （大野宏之、佐々木華織） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（科研費、農食事業）、その他外部資金（SIP） 

研究期間：2010～2016年度 

研究担当者：大野宏之、佐々木華織、丸山篤志、吉田ひろえ、伏見栄利奈、中川博視 

発表論文等： 

1)大野宏之ら(2016)生物と気象、16 ： 71-79 
2)農研機構(2014)「メッシュ農業気象データ利用マニュアル」  
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 http://adpmit.dc.affrc.go.jp/technical/cont67.html (2014年3月) 
3)大野(2011)職務作成プログラム「メッシュ農業気象データ作成システム」、機構-A24 
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［成果情報名］有機物の投入による土壌からの CO2 削減効果を「見える化」する web ツール 

［要約］web ツール「土壌の CO2 吸収「見える化」 サイト」は有機物の投入による土壌への

炭素貯留効果を計算できる。国内の農地どこでも計算可能であり、「環境保全型農業直接

支払制度」のうち堆肥や緑肥の投入による地球温暖化防止効果の試算などに活用できる。 

［キーワード］環境保全型農業、温暖化緩和、温室効果ガス、土壌炭素貯留、環境直接支払い 

［担当］農業環境変動研究センター・気候変動対応研究領域・土壌炭素窒素モデリングユニ

ット 

［代表連絡先］電話 029-838-8240 

［分類］普及成果情報  
 

［背景・ねらい］ 

農林水産省は、環境に配慮した生産を後押しするために「環境保全型農業直接支払制度」

を実施している。環境保全型農業の効果のひとつとして期待されているのが、土壌の炭素

貯留による温暖化緩和効果である。農法の工夫により土壌中の炭素量が増えれば、大気へ

の CO2 の排出を削減したことになるが、農法と効果との関係は複雑で、効果は場所により

異なるうえ、圃場で実測するのは多くの時間と労力を要する。 

そこで農法と土壌炭素量との関係をモデル化する研究成果を利用して、web 上で簡単な

操作で土壌の炭素貯留効果を計算できるツール「土壌の CO2 吸収「見える化」サイト」を開

発し、農林水産省による上記制度の効果の評価などに資する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．「土壌の CO2 吸収「見える化」 サイト」（図 1）は、土壌炭素貯留効果に加えて、農

業生産から排出される重要な温室効果ガスであるメタンと一酸化二窒素、さらに化石燃

料消費からの CO2 排出もあわせた温室効果ガスの総合評価 web ツールである。 

２．操作は簡単で、地図上で場所を選択し（図 2）、作物と有機物管理法をメニューから選

択する（図 3）だけで土壌炭素量の変化を 20 年間計算し、結果のグラフおよび、1 年あ

たりの土壌炭素変化量、標準的な管理の場合に比べた追加的な CO2 削減量、それが乗用

車何台分に相当するかなどの数字（図 4）が表示される。該当する圃場で実際に土壌やガ

スを採取して分析するのに比べると、大幅に時間と労力を削減できる。 

３． 農林水産省は、2016 年度に「環境保全型農業直接支払制度」による温暖化防止効果

の「試行調査」として、全国から堆肥を投入した 40 地区、緑肥を投入した 37 地区を選

び、このツールを用いて、場所と営農管理の情報を入力することで土壌炭素貯留量及び

温室効果ガスの排出量を計算した。この際、堆肥や緑肥を投入した場合と投入しなかっ

た場合の計算を両方行い、両者の結果の差を堆肥や緑肥の投入効果として評価した。そ

の結果、1 ha あたりの CO2 の削減量は堆肥区が 2.2 t/年、緑肥区が 2.7 t/年と計算され

た。これに 2015 年度の制度の取り組み面積（堆肥 17,000 ha、緑肥 13,000 ha）を掛け

合わせ、合計 72,000 tCO2/年（自動車 31,000 台分）の削減効果という試算結果を得てい

る。 

４．農林水産省は、2017 年度にも引き続きこのツールを利用して政策の効果の検証を本格

的に行う予定である。  

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：全国の農業者、普及組織、行政機関、民間企業 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：日本全国の農地に適用可能。 

３．その他：このツールは、全国のどの農地にでも適用できる。行政による政策評価の他

にも、農業者自身がサイトを利用して、自らの生産物の付加価値をつける、カーボンオ

フセット認証や企業の CSR 活動表示等に利用、などの活用法も想定される。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

（白戸康人） 

     

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2013～2016 年度 

研究担当者：白戸康人、大澤剛士、高田裕介 

発表論文等： 

図１ サイトのトップページ 

「計算」タブをクリックして計算開始 

図３ 作物の選択ページ 
土壌に投入される作物残渣の量が自動的に

計算される。緑肥投入の場合はここで作物残

渣の量に緑肥の分をプラスする。このあと、

堆肥と肥料の投入量設定ページに進み、計算

へと進む。 

図４ 計算結果の表示ページ 
赤と青の線の差が、標準的な管理と環境保全

型農業の差。下の表には、1 年あたりの土壌炭

素変化量、標準的な管理の場合に比べた追

加的な CO2 削減量、それが乗用車何台分に相

当するかなどが表示される。 

図２ 場所の選択ページ 

地図上で場所を選択すると、気象と土壌タ

イプのデータが自動的に取得される 
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1) 農研機構(2013)「土壌の CO2 吸収「見える化」 サイト

http://soilco2.dc.affrc.go.jp/（2013 年 10 月 2 日） 

2）白戸（2015）ニューカントリー、738：42-43 
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［成果情報名］我が国ブロイラーおよび採卵鶏の栄養素排せつ量原単位の改定 

［要約］我が国ブロイラーおよび採卵鶏の窒素・リン・カリウム排せつ量原単位を最新のデ

ータに基づき推定したところ、窒素排せつ量原単位は従来のものより 29－33%小さく、鶏

ふんに由来する N2O 排出量の算定値は約 60 万トン（CO2 換算）／年減少する。 
［キーワード］養鶏、家畜排せつ量原単位、窒素、栄養塩、GHG 

［担当］畜産研究部門・畜産環境研究領域・大気環境ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8647 
［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

家畜ふん尿に含まれる窒素（N）、リン（P）、カリウム（K）は、作物にとって必須の栄

養素であり肥料として有用である一方、特に過剰にある場合には、環境負荷源にもなり得

る。家畜が栄養素を 1 日・1 頭あたりでどれだけ排せつするかを表す排せつ量原単位は、

地域における栄養素の需給バランスの評価に利用されている。また、特に N 排せつ量原単

位は、家畜排せつ物処理から発生する強力な温室効果ガスである一酸化二窒素（N2O）排出

量の算出にも使用されている重要な値である。しかし、従来の原単位が提案されてから約

20 年が経過しており、特に鶏において実態との乖離が大きくなってきている。そこで、最

新のデータを用いて、改めてブロイラーおよび採卵鶏排せつ量原単位の推定を行う。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．飼料要求率、卵生産量等の生産性に関わるパラメ－タから摂取飼料および生産物に含

まれる栄養素を求め、その差を鶏排せつ量原単位として推定している（図 1）。 

２．推定された排せつ量原単位は、採卵鶏では窒素は従来の値と比較して 33%小さい（表

1）。ブロイラーでは、窒素は従来の値と比べ 29%小さい。一方、リンとカリウムは従

来の値と比較して同等か大きい。  
３．ブロイラーでは、飼養羽数/出荷羽数比に出荷日齢の短縮を加味して求めた係数 0.154

を出荷羽数に乗じることで、補正済飼養羽数が得られる。これに改定後の原単位を乗じ

て窒素排せつ量を算出すると、従来の算出法を用いた場合と比べて 46%小さい。 
４．改定された窒素排せつ量原単位を用いると、我が国における鶏ふんに由来する N2O 排

出量の算定値は約 60 万トン（CO2 換算）／年減少する（図 2）。 

５．鶏ふん由来アンモニア排出量の算出値は 36%減少し、畜種別にみると鶏ふん由来のも

のが約 70%を占めると報告されているため、畜産全体のアンモニア排出量も大きく減少

する。 

６．窒素排せつ量原単位が小さくなっている理由としては、これまでの研究の積み重ねに

よる育種改良や栄養・飼養管理の改善により鶏において窒素の利用効率が高まっている

ことが考えられる。例えば、飼料用アミノ酸添加量の増加により飼料中アミノ酸バラン

スが改善しているため、飼料中粗蛋白質含量は低下している。  
 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：農業および環境行政担当者、研究者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：日本国および地方自治体 

３．その他：今回改定された窒素排せつ量原単位は、2017 年度版の「日本国温室効果ガス

インベントリ報告書」に採用される予定である。今回改定された栄養素排せつ量原単位

は、堆肥等家畜ふん尿由来肥料の施肥量の適正化に寄与するとともに、地域における栄

養素の需給バランスや国内窒素フローの適正な評価にも貢献する。また、検討が開始さ

れている IPCC 温室効果ガスガイドラインの改訂にも寄与する。 
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［具体的データ］ 

 

図 1 排せつ量原単位の推定方法  
図は採卵鶏の例で、一部簡略化してある。栄養素：窒素 (N)、リン (P)、カリウム (K) 

 

表 1 推定されたブロイラーおよび採卵鶏の排せつ量原単位   
ブロイラー  

改定後  
ブロイラー  

従来  
採卵鶏成鶏  

改定後  
採卵鶏成鶏  

従来  

N 排せつ量  1.87 2.62 2.20 3.28 

P 排せつ量  0.50 0.29 0.55 0.58 

K 排せつ量  0.77 0.54 0.68 0.55 

単位：g/日 /羽、N：窒素、P：リン、K：カリウム  
        

 
図 2 排せつ量原単位改定による N2O 減少量  

（荻野暁史）  

 

［その他］ 

予算区分：競争的資金（科研費） 

研究期間：2014～2016 年度 

研究担当者：荻野暁史、長田隆、村上斉、山下恭広、古屋元宏（山梨畜試）、河原弘文

（唐津農林事務所）、大窪敬子（茨城畜セ） 
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発表論文等：Ogino A. et al. (2017). Anim. Sci. J. doi: 10.1111/asj.12674 
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［成果情報名］水田水管理の省力・適正化を実現する圃場水管理システム 

［要約］遠隔・自動制御が可能な給水バルブと落水口、通信基地局、サーバーソフトによっ

て構成される圃場水管理システムは水稲作時の水管理状況のモニタリングやそれに応じた

制御が可能となり、水管理労力を大幅に解消し、適正な水管理が可能となる。 

［キーワード］給水バルブ、落水口、水管理労力、節水、ICT 
［担当］農村工学研究部門・農地基盤工学研究領域・水田整備ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7555 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

大規模土地利用型営農における水稲作時の水管理は多筆・分散農地の増加によって、大

きな負担になっている。加えて複数の品種、作期、栽培方法などを組み合わせるため、水

管理は複雑化している。そこで、本研究では ICT を活用し、圃場環境をセンサーでモニタ

リングし、それに基づいて灌漑・排水を遠隔かつ自動で制御し、水管理の省力化と適正化

を同時に実現する圃場水管理システムの開発を行う。また、本システムを用いた際の効果

について明らかにする。 

［成果の内容・特徴］ 

１．本システムは通信機能を備えた給水バルブ・落水口（子機）、センサー類、インターネット通信を行

う基地局（親機）、クラウド上のサーバーソフトによって構成される（図 1）。 
２．給水バルブと落水口は駆動部（アクチュエータ）により作動し、その電源はソーラー

パネルとバッテリーで確保される。また、通信を行うアンテナと通信モジュール、モー

タや制御基板等を内蔵している（図 2）。なお、アクチュエータは各社のバルブに対応で

き、設置に大規模な工事が不要である。また、給水バルブと落水口のアクチュエータは

同一の構造で、製造コストが削減できる。 

３．水管理に必要なデータは、給水バルブに設置されたセンサーにより一定間隔で取得さ

れ、子機から親機に特定小電力無線（920MHz 帯）によって送信される（図 1）。各圃場

から親機に集められたセンシングデータは携帯電話回線（3G または LTE）を通じてクラ

ウド及びサーバーに送信され、ユーザー（耕作者）はそのデータをスマートフォン等で

確認する。制御信号はセンシングデータとは逆の経路を辿って、各給水バルブや落水口

に送信され、アクチュエータが作動する。 

４．サーバーソフトは PC やスマートフォン等の端末に対応しており、データの表示、グラ

フ化や給水バルブ・落水口の遠隔操作、水深制御用のパラメータ設定や気象災害時の警

告、同一の作付け体系をグルーピングして一体的な管理することができる（図 1）。 

５．本システムを設置した試験圃場と一般的な給・排水装置が設置された対照圃場を設け、

2015 年 7 月から収穫までの水位変動を調査したところ、中干し後は設定水位の 5cm を自

動で維持し、通信障害等もなく問題なく機能する（図 3）。  
６．上記の期間において水管理に要する労働時間は対照圃場に比べて約 8 割削減し、用

水量は約 5 割減少する（図 4）。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：大規模土地利用型農業を経営する経営体 

２．普及予定面積・普及台数等： 現地実証地区に約 70 台設置して効果を検証中であり、

次年度に市販化をする予定である。 

３．その他：圃場水管理システムの導入費に加えて、通信費やシステムの利用料が必要と

なる。 
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［具体的データ］  
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［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（SIP） 

研究期間：2014～2016 年度 

研究担当者：若杉晃介、鈴木翔 

発表論文等： 

 

 

図１ 圃場水管理システムの概要  

図２ アクチュエータの概要  図３ 水位変動  

図４ 用水量及び水管理状況  
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1)若杉、鈴木(2017)農業農村工学会誌、85(1):11-14 
2)若杉「圃場給排水システム」特願 2016-85990(2016 年 4 月 22 日) 
 

145



 

 

［成果情報名］ひずみを指標とした強化プラスチック複合管の安全性の診断手法 

［要約］地中に埋設された強化プラスチック複合管（FRPM 管）の局所的な変形や破壊に対する安

全性を定量的に診断する手法である。曲率測定装置により計測した曲率からひずみを計算し、

診断表を参照することにより、対策の要否を判定できる。 

［キーワード］強化プラスチック複合管、ひずみ、安全性、性能照査、長期強度 

［担当］農村工学研究部門・施設工学研究領域・土構造物ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7569 

［分類］普及成果情報  

 

［背景・ねらい］ 

地中に埋設された FRPM 管は土圧を受けて変形しており、従来は、図 1 に示す FRPM 管

全体の変形の程度（たわみ量）を計測して、安全性を診断している。しかし、地下水や地

盤沈下などの影響で FRPM 管周辺の土が不均一になった場合に、FRPM 管全体は変形しな

くても、局所的に変形してひび割れが発生し漏水に至ることがある。そのため、FRPM 管

全体の変形を測定するだけでは、安全性を正確に診断することはできなかった。 

そこで、図１に示すように複数の位置にて、曲率測定装置を用いて曲率を計測しひずみ

を求めることにより、局所的な変形に対する FRPM 管の安全性を診断する手法を開発する。

パイプの口径毎に曲率測定装置の適切なベースの長さを提示する。また、FRPM 管の長期

強度試験を実施して、安全性を簡易かつ適切に評価するための診断表を提案する。  

 

［成果の内容・特徴］ 

１．本診断手法では、図 2（a）及び（b）に示すように、曲率測定装置のベースの両端を

FRPM 管の内面から押し当て、ベースの底面から管の内面までの距離 d を計測して、曲

率を求める。次に、曲がり梁の曲率と曲げモーメントの関係などを用いて、曲率からひ

ずみを計算する。 後に、測定したひずみの値を表 1 の診断表に示す閾値と比較するこ

とで、FRPM 管の安全性を定量的に診断できる。  

２．曲率測定装置のベースの長さが短すぎると測定誤差が大きくなり、長すぎると局所的

なひずみが捉えられなくなる。800mm～2,400mm の 4 種類の口径の FRPM 管を対象に実

施した本診断手法の検証実験の結果から、口径毎に表 2 のようにベースの長さを設定す

ることにより、FRPM 管のひずみを適切に測定できる。  

３．図 2（ c）の現場測定例に示すように、管頂・管側・管底などの計 10 点でひずみ

を測定することにより、管底で 4,000μ を超えるひずみが発生しているなど、管の

変形を詳細に把握できる。現場では d を計測するだけであり，容易に本診断手法を適

用することができる。 

４．表 1 の閾値は、FRPM 管の長期強度に関する試験（長期極限曲げひずみ試験 ISO10471）

の結果等から設定している。例えば、6,000μ 以上では新管による敷設替えや管路更生を

行う必要があると診断できる。なお、今回実施した試験から得られた FRPM 管の長期的

な破壊ひずみは 9,333μ である。  

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：FRPM 管を管理している国、都道府県、土地改良区 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国を対象としており、これまでに 5 地

区で利用された。行政施策に反映される指針への掲載を想定している。 

３．その他：本技術は口径 800mm 以上の FRPM 管を対象としている。また、表 1 の診断表

は、国営施設だけで約 600km 敷設されているフィラメントワインディング成形の FRPM

管を対象としており、遠心力成形管についても実施検討を進めている。  
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （有吉充） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（農食事業） 

研究期間：2012～2016 年度 

研究担当者：有吉充、毛利栄征、硲昌也（栗本鐵工所）、久保田健蔵（積水化学工業） 

発表論文等： 

   
（a） 計測状況         （b） 曲率測定装置とひずみの計算手法 

図２ 測定方法と測定結果 

 
（c） FRPM 管の内面のひずみ 

（現場計測事例） 

FRPM管に発生
したひずみ

 

(管側）

(管底）

(管側）

(管頂）

4,000
2,000

-2,000

0

6,000

表２ 口径ごとのベースの長さ  

口径（mm） 

ベースの長さ l 

（mm） 

800～1,100 300 

1,200～2,400 400 

2,600～3,000 500 

表１ ひずみを指標とした診断表  

ひずみ（μ） 対策の目安  

6,000 以上  新管による敷設

替え/管路更生 

4,000～6,000 2 年ごとに点

検、改修の検討  

2,000～4,000 5 年ごとに点検  

2,000 以下  10 年ごとに点検  

（対象：ﾌｨﾗﾒﾝﾄﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ成形の FRPM 管） 

 

 

図１ たわみ量とひずみの測点  

水平たわみ量

鉛直たわみ量

埋設後のFRPM管

埋設前のFRPM管

ひずみの測点

局所的な変形

 
4

8 2
 

ε
2

1 1
 

l

d

曲率測定装置

ベース

パイプ

測定範囲

 

ra:変形後の管の曲率半径、l:ベース長、

d:測定長、t:管厚、in:パイプ内面のひず

み、rb:変形前の管の曲率半径  

147



 

 

1)有吉充ら(2016)農業農村工学論文集、84(3):I_381-389 

2)硲昌也ら (2015)農業農村工学会大会講演会講演要旨集 :798-799 

3)大塚聡ら (2013)農業農村工学会大会講演会講演要旨集 :760-761 

148



 

 

［成果情報名］沿岸域の地下水位時系列観測データの分析による帯水層の透水係数推定手法 

［要約］海洋潮汐の伝播により変動する地下水位の観測により、帯水層の透水係数を推定す

る手法である。海岸からの距離が異なる 2 地点での約 40 日間の水位観測データから、表計

算ソフト上の式入力によって 2 地点間の平均的な透水係数を推定することができる。 

［キーワード］地下水位、デジタルフィルタ、調和解析、潮位伝播、水頭拡散率 

［担当］農村工学研究部門・地域資源工学研究領域・地下水資源ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7509 

［分類］普及成果情報  

［背景・ねらい］ 

石灰岩島嶼や沿岸域の貴重な水資源であり気候変動に対する脆弱性が懸念されている地

下水を適切に開発または保全するためには、帯水層の水理的性質を把握することが重要で

ある。帯水層の水理的性質の代表的指標としては透水係数や貯留係数があり、その推定に

は揚水試験が広く用いられているが、揚水試験では揚水地点の周辺数百 m の比較的狭い範

囲の帯水層の情報しか得られない。このため、そのような地域で地下水位の潮汐応答を利

用して、広範囲の帯水層の平均的な透水係数を推定できる手法を提示する。  

 

［成果の内容・特徴］ 

１．潮位の変動は海洋に接する帯水層中を内陸に向かって減衰しながら伝播する。潮位の

伝播によって地下水位が周期的に変動する沿岸地域において、海岸にごく近い地点およ

び海岸から離れた地点でそれぞれ観測孔等に設置した自動記録型水位計により地下水位

を 1 時間間隔で 40 日間同時に観測する（図 1、図 2-[1]）。  

２．得られた各地点の地下水位の時系列観測データに対し、デジタルフィルタと呼ばれる

数列の掛け算による方法を用いて、降雨等の影響による潮汐より長い周期をもつ変動成

分を取り除く（図 2-[2]）。デジタルフィルタは、2 日間以上の長周期の成分を除去し日

周期以下の潮汐成分を完全に保つよう設計された 241 個の数値からなる数列を用いる。

その適用は表計算ソフト上で掛け算と足し算を組み合わせて行うことで実現できる。な

おデジタルフィルタ適用後の時系列データは、元データに比べデジタルフィルタの長さ

である 10 日間分だけ短くなる。  

３．長周期成分が取り除かれた各地点の観測データの 29.5 日間分の長さ（708 データ）に

対し、フーリエ級数展開の式を応用した計算（調和解析）により、一般に振幅が最も大

きな 12.421 時間周期の潮汐成分を抽出して振幅と位相を計算し、2 地点間の振幅比と時

間遅れを導く（図 2-[3]）。この調和解析は表計算ソフトで三角関数等の組み込み関数を

入力して実現できる。 

４．導かれた 2 地点間の振幅比と時間遅れをそれぞれ、帯水層内での地下水位の周期的変

動の伝播を表す計算式に代入して「透水係数÷貯留係数×帯水層厚さ」に等しい値をも

つ帯水層定数（水頭拡散率）を計算し、別途地質ボーリングや室内試験から得られる帯

水層厚さや貯留係数の情報を組み合わせることで、透水係数が算出される（図 2-[4]）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：沿岸域・島嶼域において地下水の開発・保全に携わる行政担当者、民間事

業者、研究者。 

２．普及予定地域：開発・保全対象の地下水が存在する沿岸域および島嶼。国が実施中の

沖縄県の島嶼（面積約 2,000ha）における農業用地下水開発調査において地下水解析モデ

ルの構築に活用されている。 

３．その他：本手法は潮位変動が伝わる帯水層の範囲に海岸から距離が異なる 2 箇所の地

下水観測孔がある場合に適用可能である。本手法実行のための計算シートやその他の適

用条件・手順などを記載したマニュアルが提供できる。  
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［具体的データ］ 
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［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（温暖化適応・異常気象対応）、競争的資金（科研費） 

研究期間：2013～2016 年度 

研究担当者：白旗克志、吉本周平、土原健雄、石田聡 

発表論文等： 

図１ 観測地点配置模式平面図・模式断面図 

難透水性基盤

帯水層中の地下水

海

（鉛直模式断面図）

→潮位振動の伝播

→ 時 間 → 時 間

（観測地点配置模式平面図）

観測地点間の平均的な
透水係数を推定

帯
水
層
厚
さ

沿岸地点と内陸地点に水位観測機器を設置して → 時系列水位データを取得

図２ 水位観測・デジタルフィルタ・調和解析・水位変動伝播式の利用による 

   帯水層の透水係数の推定の流れ 

[2]デジタルフィルタ

による長周期成分

の除去

（沿岸地点） （内陸地点）時系列 観測データ

[1]２地点での

水位連続観測
減衰・遅れ

を伴う伝播

帯水層の

透水係数
水頭拡散率 ÷帯水層厚さ×貯留係数＝２式による２つの水頭拡散率を平均

・２つの値が乖離する場合は本手法の適用は不適当

式A：水頭拡散率 ＝ π/潮汐成分周期 × (対象帯水層長さ)２ ÷ (Ln(振幅比))２

式B：水頭拡散率 ＝ 潮汐成分周期/(4π) × (対象帯水層長さ)２ ÷ (時間遅れ)２

※対象帯水層長さ ＝ 海岸線から内陸観測地点までの距離 － 海岸線から沿岸観測地点までの距離

[4]周期変動の伝播を表す式に代入

[3]調和解析による単一潮汐成分の抽出

潮汐を含む

短周期成分

データ

単一潮汐

成分

２地点の

単一成分

の比較

潮汐成分の振幅比 ・ 時間遅れ

長周期成分データ
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1)白旗ら(2014)農村工学研究所技報、215:141-154 

2)Shirahata K. et al. (2016) JARQ. 50(3):241-252 

3)Shirahata K. et al. (2017) Paddy Water Environ. 15(1):19-36 
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［成果情報名］小規模土地改良区でも導入できる水利施設管理台帳システム 

［要約］専用アプリ iVIMS を用いれば、施設を日常管理する上で気になる箇所を写真、音声、

メモとして記録することができ、GIS ソフト VIMS に水利施設管理台帳として整理するこ

とにより記録された情報を日常管理に活かすことができる。 

［キーワード］、iVIMS、VIMS、水利施設管理台帳、日常管理 

［担当］農村工学研究部門・地域資源工学研究領域・資源評価ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7509 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

受益面積が数百 ha 程度の小規模土地改良区は全土地改良区の 7 割を占めているにも関

わらず、常勤職員 1 名～2 名程度で運営されていることが多く施設の管理に関する情報を

次世代に継承することが困難になっている。そこで、施設管理に熟練した職員が引退後も

施設の維持管理をスムーズに行えるように、施設管理情報を誰でもが簡単に記録、整理す

ることができるプログラム（水利施設管理台帳）を既存ソフト（VIMS）にアドオン開発し、

データの入力、整理、活用方法を一連のシステムとして提示する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．本システムは、入力アプリ iVIMS をインストールしたモバイル機器、基本の GIS ソフ

ト VIMS を搭載する PC、そして VIMS にアドオンされた水利施設管理台帳ツールで構成

される（図 1、図 2、図 3）。 

２．iVIMS は、対象とする施設の状況を位置情報付きの写真や音声、またはメモとして記

録することができ、主題図の中にアイコン表示される。記録したデータは、メール送信

することにより PC 上の VIMS に同期され水利施設管理台帳とリンクして整理すること

ができる。一方、水利施設管理台帳に整理したデータベースは PC からモバイル機器に

コピーすることができ、現場での追記や確認に活用できる（図 2）。 
３．水利施設管理台帳には、iVIMS で記録した位置情報付きデータに加え、他の機器で作

成した位置情報のない写真や図面をも取り込むことができるほか、施設の諸元、管理方

法については検索可能な形式で直接入力する。また、日常管理における見回り点検記録

を日誌風に追記していくことができ、点検結果を色別（青、黄、赤）に表示させること

により情報の重要度を示すことができる（図 3）。さらに、台帳に記録された情報を

Microsoft® Excel®に出力することにより紙ベースの資料作成に用いることができる。  
４．整理されたデータベースは、例えば、荒天時の施設操作方法の確認や、日常記録の閲

覧に用いることができ、職員の世代交代に際し活用が期待される。  
５．実証試験を行っている土地改良区では、施設の記録と整備を始めたところ、記録とい

う行為が施設管理上の問題点を顕在化させたり、地図上での把握が他データとの連携を

想起させたりした結果、施設管理（管理水位）の見直しに着手している。  

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：受益面積数百 ha 程度の土地改良区や都道府県の水土里ネット  
２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：当面、システムの実証試験を先行的に行

っている地区を中心に 50 セット  
３．その他：システムの設定方法には、サーバにデータを格納し複数 PC でアクセスして利

用するクライアントサーバ型と、1 台の PC にデータとサーバを搭載する単独型がある。

単独型であれば 5 万円程度でソフトをそろえることができ、小規模土地改良区や多面的

機能支払い地区の資源向上を図る共同活動でも導入可能な価格となっている。ただし、

PC およびモバイル機器などのハードは別途準備する必要がある。販売およびサポート

（有償）はシステムの開発元が行う。 

注)Microsoft®、Excel® は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国におけ

る登録商標または商標である。 
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［具体的データ］  

                    （遠藤和子）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2014～2016 年度 

研究担当者：遠藤和子、大塚芳嵩、國光洋二、唐崎卓也、上田達己  

 
図１ システム全体のイメージ 

✉

 
図３ VIMS 上の水利施設管理台帳 

 
図２ iVIMS の画面表示 
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発表論文等： 
1) 遠藤(2016)農村計画学会誌、35(論文特集号):219-226 
2) 大塚ら(2017)農研機構研究報告-農村工学研究部門、1:21-30 
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［成果情報名］侵入防止柵の接地部を直管パイプで補強することで、イノシシのくぐり抜け

を防止できる 

［要約］金網等の侵入防止柵の接地部分にビニールハウス用資材の直管パイプをつなげて地

面に這わせるように金網と一体化させると、柵の接地部分の強度が増し、イノシシのくぐ

り抜けを防止できる。 

［キーワード］侵入防止柵、くぐり抜け防止、イノシシ、シカ、鳥獣害対策 

［担当］西日本農業研究センター・畜産・鳥獣害研究領域・鳥獣害対策技術グループ 

［代表連絡先］電話 0854-82-0144 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

ワイヤーメッシュによる侵入防止柵は電気柵と並んで全国的に普及している柵であり、

個人の農地を囲うだけでなく、地域を囲う広域柵としても利用されている。ワイヤーメッ

シュは被害低減効果を有するが、イノシシはワイヤーメッシュの地際部分を押して下をく

ぐり抜けることがほとんどである。 

過去に「忍び返し柵」の開発によりイノシシの乗り越えや跳躍行動を制御しており、イ

ノシシのくぐり抜けが主な侵入方法となっていることから、金網柵等の接地部にくぐり抜

け防止技術を開発・導入し、効果を明らかにする。 

［成果の内容・特徴］ 

１．高さ 1m、幅 2m、線径 3.2mm、目合い 10cm のワイヤーメッシュを 2m 間隔で支柱をた

てた一般的に用いられる侵入防止柵において、このワイヤーメッシュの接地部をくぐり

抜けるのに必要な力量は、は平均 32.3kg 重であるのに対し、大型のオスのニホンイノシ

シが鼻や頭で物を押し上げたり、押す力量は最大で 70kg 重程度である（表 1）。従って、

接地部の補強をしていない金網はイノシシによって押し開けられる可能性が高い（図 1）。 
２．くぐり抜け防止技術として図 2 に示すとおり、22mm 径の直管パイプと支柱でワイヤ

ーメッシュを挟む形ように、最下部で地面と平行に結束バンドを用いて 20−25cm 間隔で

取り付ける。直管パイプ同士は接続させる。金網と一体化させると、柵の接地部分の強

度が増し、このワイヤーメッシュの下部の補強部分に内側外側のいずれの方向に 70kg 重

の力量をかけても、ワイヤーメッシュが破損することはない（図 3）。 
３．導入前にはイノシシの侵入がみられた試験地において、2 年間、本技術を導入したとこ

ろ、侵入は皆無である。また、農家にアドバイスをおこない、成果情報のように補強し

た柵については全て被害が止まっているが、補強していない柵では被害が継続してい

る。 
４．補強に使用した資材として、直管パイプの 価格は太さ 22mm、長さ  5.5m で 900～1000 

円／本であり、結束バンド（インシュロック、耐候性黒色タイプ）は、長さ 200mm 幅

4.8mm で 100 本入りが 300〜400 円で、1m あたりの資材費は 220 円程度となる。また、

1m あたりの作業時間は 1 分〜1 分 30 秒である。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：農作物生産者。 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国のイノシシの被害を受けている農地、

全国のイノシシ、シカの侵入防止のための広域柵を設置している地域。 

３．その他：農地の凹凸が多く直線的な金属パイプが設置できない場合は緊張具によりテ

ンションをかけた金属ワイヤーロープとペグを利用して、同様の効果が期待できる。 

４．直管パイプをペグで地面に固定すればさらに強度は増す。 

５．潮風のある地域や融雪剤が撒かれる地域で使用すると、亜鉛メッキの柵に塩基が

反応し塩化亜鉛となりナイロン 66 の結束バンドが化学反応を起こし破断してしまう

ので、そのような地域では耐候性ポリプロピレンの結束バンドを使用する。  
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                        （江口祐輔） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2013～2016 年度 

   
図１ イノシシによるワイヤーメッシュ柵のくぐり抜けの痕跡 

 

 
図３ 接地部の補強により 70kg 重の力量を加えても破壊されない 

（反対向きに力量を加えても同様） 

 

個体 性別 体重（kg） 年齢 最大力量（kg重）

A 雄 56.5 3 50.0

B 雄 51.5 3 37.3

C 雄 56.0 3 49.5

D 雄 70.5 4 72.0

E 雌 60.0 4 57.5

F 雌 60.0 5 60.0

表１　イノシシがものを押す最大力量

 
図２ 柵の接地部を補強することでくぐり抜けを防止できる 

パイプと柵を密着させるために、金網を支柱とパイプで挟む 

 

（
森
林
側
） 

（
農
地
側
） 
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研究担当者：江口祐輔、上田弘則、堂山宗一郎、石川圭介 

発表論文等：江口(2016)イノシシの生態と農作物被害の現状・対策 ｢Stop!鳥獣害―地域

で取り組む対策のヒント―｣pp.34-50 全国農業会議所、東京 
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［成果情報名］原発事故避難地域での営農再開に向けた牛舎・パドック清掃の手引き 

［要約］避難指示解除後に畜産再開予定の畜産農家を対象に、牛舎とパドックに関する放射

性物質対策を、調査研究をもとにまとめた手引きである。清掃時における注意点や手順、

手引作成のもとになった調査事例データからなる。 

［キーワード］原発事故、避難指示解除準備区域、営農再開、牛舎、パドック 

［担当］畜産研究部門・草地利用研究領域・放牧家畜ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8647 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

東京電力福島第一原子力発電所の事故により、避難を余儀なくされていた避難指示解除

準備区域において除染が進み、順次、避難指示が解除されている。これらの地域で、畜産

経営の再開をめざす農家にとって、放射性物質に対する不安は大きいにもかかわらず、牛

舎やパドック（屋外運動場）の環境整備方法について参考となる指針がなかった。そこで、

放射能に汚染された地域における牛舎やパドックの放射性物質汚染の清掃に係わる調査研

究を実施し、そのデータに基づき手引を作成し、畜産再開に貢献する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．避難指示解除準備区域内の牛舎における、ガンマカメラ撮影、表面拭取調査、ホット

スポットサーチによる汚染箇所の特定では、直接沈着を受けていない牛舎の屋内は、外

部に比べて汚染は著しく低いものの、雨漏りした箇所や雨水が集まって流れた箇所、落

ち葉や土砂が堆積している箇所は、その他の牛舎内エリアより空間線量率が高い傾向に

ある（図 1)。 

２．これらの箇所の堆積物には、屋根から落下したコケ、土ほこり、落ち葉等があり、放

射性セシウム（RCs）濃度は非常に高い濃度のものが認められたことから、確実な除去が

必要である。柵や柱に付着したほこりや錆にも、高濃度の RCs が含まれる場合があり、

牛が舐める可能性のある柵や柱は特に丁寧な清掃が必要である（表 1）。 

３．牛舎の清掃により空間線量率が低下し（図 1）、表面拭取調査においても放射性物質は

検出されなくなるが、外から牛舎内に吹き込む土ほこり、落ち葉には RCs が含まれてお

り、継続的な清掃が必要である。 

４．表土（RCs 濃度：約 2700Bq/kg）を 15cm 以上除去し、RCs を含まない土を客土したパ

ドックでは、乳牛を放し飼いしている間の表面土壌の RCs の上昇はごくわずかである（図

2）。また、放し飼いした乳牛から生産された牛乳の RCs 濃度は検出限界以下である。  
５．これらの調査データをもとに福島県農業総合センター畜産研究所とともに作成した「営

農再開に向けた牛舎・パドック（屋外運動場）清掃のポイント」は、農研機構の WEB サ

イトでダウンロード可能である。  
 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：行政、普及機関、肉用牛農家、酪農家 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：福島県内の避難指示が解除された地域お

よび避難指示解除準備区域 

３．その他：手引きは、楢葉町、飯舘村、川俣町などの営農再開する牛舎においてすでに

活用されている。調査研究は農林水産省委託プロジェクト「農地等の放射性物質の除去

・低減技術の開発（畜産再開に向けた牧草生産技術等の開発）」により実施された。 
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［具体的データ］          

  

  

図１  ガンマカメラにより特定された汚染箇所と清掃前後での空間線量率の変化  

ガンマカメラのレンジは 0.05（ 100 秒間に 5 カウントを最高値として赤く表

示）で撮影。落ち葉や土砂が堆積している箇所（赤丸）は周囲の箇所より黄色

く見える。数字は清掃前に高い値を示した地点における 3cm 高の清掃前後の

空間線量率  

 

 

表１  清掃前の牛舎内の調査事例における

堆積物等の放射性セシウム（RCs）濃度 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

図２  パドック表面土壌の RCｓ濃度

（Bq/kg）の放飼利用前後の変化  

ND:未検出  

（栂村恭子、天羽弘一）  

 

［その他］ 

予算区分：委託プロ（除染農地） 

研究期間：2015 年度 

研究担当者：栂村恭子、天羽弘一、早坂貴代史、渋谷岳、小島陽一郎、進藤和政、平野

清、小田康典（福島農総セ畜研）、田中道也（福島農総セ畜研） 

発表論文等： 

ND→16 

9→12 

8→144 ND→147 

5→34 

出入口  

飲水器  

清掃前 清掃後 

測定箇所 測定物
RCs濃度
（Bq/kg）

　土ぼこり 11,000～39000
　敷料 1,200～2,400
　落葉等 3,800～34,000
　コケ 336,000

柵・柱 　ほこり、錆 9,400
飲水器 　水 ND～54
通路 　堆積土砂 31,000

床面
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栂村ら（2016）「営農再開に向けた牛舎・パドック（屋外運動場）清掃のポイント」 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/061963.html  

(3 月 25 日)  
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［成果情報名］土地改良区等による農業用水中の放射性セシウム濃度の情報共有化技術 

［要約］土地改良区の用水管理者等が農業用水中の放射性セシウム濃度の変化をリアルタイ

ムで把握でき、関係者間での情報共有を可能にする遠隔監視システムである。用水中の放

射性セシウム等の情報共有化技術として営農再開後の用水管理に活用できる。 

［キーワード］放射性セシウム、用水管理、土地改良区、遠隔監視システム、ICT 
［担当］東北農業研究センター・農業放射線研究センター・水田作移行低減グループ 

［代表連絡先］電話 024-593-1310 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

東京電力福島第一原子力発電所の事故で放出された放射性物質の農業用水を通じた水稲

作への影響は、既に営農が行われている地域ではカリウムの施用などの対策によりほぼ回

避できる。一方、帰還困難区域に農業用水源をもつ地域では、比較的高い濃度の放射性セ

シウム（RCs）を含む用水が地区内水田に流入することが懸念されており、特に土地改良区

等の管理者や農業者からは、営農再開後の安心材料として用水中の放射性物質の見える化

が強く求められている。そこで、用水中の濁度と RCs 濃度の関係性、および情報通信技術

を利用し、比較的測定が容易な濁度の連続観測によって、用水中の RCs 濃度の経時変化を

推定し、インターネット上で情報共有を可能にするシステムを開発する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．福島県における農業用水中の RCs 濃度と濁度の間には、それぞれの地点特有の強い関

係がある（図 1）。これは農業水中の RCs 等の放射性物質が主に懸濁態で存在している

ためで、濁度により農業用水中の懸濁態 RCs 濃度の推定が可能である。  
２．農業用水中の RCs 濃度を推定するため、対象観測地点において、用水を濁度が異なる

時期に複数回採水し、濁度と RCs 濃度の関係式を求める。関係式は、サンプル数が多い

ほど精度がよくなるため、新しいデータを関係式に反映すれば、より正確な推定が可能

になる。これにより濁度を連続観測することで、用水中の RCs 濃度の経時変化が推定で

きる（図 2）。  
３．本技術は、携帯回線を用いた情報共有システムによって運用することで、観測地点の

用水中の RCs 濃度に加えて、水質項目、水位、雨量などの情報がサーバーに蓄積される。

システム管理者の設定・操作により、Web 閲覧、メール配信など、リアルタイムで用水

管理のための情報を関係者間で共有できる（図 3）。  
４．本情報共有システムは、観測地点１ヶ所あたり、通信費などの維持管理費用が年間 10

万円程度発生し、観測機器は、頭首工、幹線用水路などの農業水利施設に工事費を除き、

60 万円から導入可能であり、インターネットが利用できる PC、スマートフォンなどで

閲覧・操作できる（図 4）。  
５．観測地点に自動採水器を用いれば、管理者の Web 画面上の操作、または閾値の設定に

よって、関係式にフィードバックする RCs 濃度分析用のサンプルを定期的・臨時的に採

水できる。  
 
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：福島県浜通り地域の土地改良区、国営・県営事務所、市町村等  
２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：請戸川水系など、農業用水源が帰還困難

区域に位置する灌漑地区の頭首工、幹線用水路等の農業水利施設  
３．その他：技術マニュアル、デモ機を用いて、実務者向けの技術指導会を開催して技術

支援を通じて技術の浸透を図る。本技術は、平成 28 年度浜通り地域の 5 地点において、

試験運用されている。そのため、営農再開後の土地改良区による配水管理などの水管理

操作への活用が期待できる。  
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［具体的データ］ 

             
   図１ RCs 濃度と濁度の関係           図２ 河川における RCs 濃度の  
     A、B：中通り、C：浜通り               推定値の経時変化の例  

 
図３ 農業用水中の RCs 濃度の情報共有システム  

 
図４ 情報共有システムの観測地点と Web 閲覧の例  

（申文浩、久保田富次郎）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（営農再開）、その他外部資金（資金提供型共同研究） 

研究期間：2013～2016 年度 

研究担当者：申文浩、久保田富次郎、濵田康治、人見忠良、宮津進 

発表論文等： 

1）申ら（2015）農業農村工学会誌、83(1):35-38 
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2）久保田ら（2015）農業農村工学会誌、83(2):7-10 
3）申、久保田（2015）濁度の連続測定を利用した水中の放射性セシウム濃度予測・警報

システムマニュアル、1-38 
4）申ら（2016）環境バイオテクノロジー学会誌、15(2):91-97 
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［成果情報名］ムギ類の種子生産における黒節病管理技術 

［要約］ムギ類黒節病の防除には、種子消毒剤 2 剤、生育期散布剤 1 剤による薬剤防除、ハ

ウス栽培、遅播き栽培による耕種的防除が有効である。これらの組み合わせにより、種子

生産の段階に応じた防除体系が構築できる。 

［キーワード］ムギ類黒節病、薬剤防除、ハウス栽培、遅播き栽培、種子検査 

［担当］中央農業研究センター・病害研究領域・病害防除体系グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8481 
［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

麦類黒節病は春先の気温が高く雨の多い日本に特有の病害である。本病は病原細菌の種

子伝染が主な発生源であるが、圃場での二次伝染や種子への感染時期等の防除上重要な知

見が乏しく、また、麦類は小麦と大麦の皮麦と裸麦の違いにより種子消毒の効果や薬害の

程度が異なるため、効果的な種子消毒法や耕種的防除手法が開発されていなかった。この

ため、度々大発生して甚大な被害を引き起こしており、近年では採種圃場での発生が増加

し、種子の安定供給を図る上で重大な問題となっている。そこで、すべての麦種に適応し

た種子消毒法を開発するとともに、種子伝染を抑えるための圃場管理技術を開発する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．金属銀水和剤（シードラック水和剤）の 20 倍液 10 分間浸漬、1%湿粉衣、および塩基

性硫酸銅水和剤（Z ボルドー）の 1%湿粉衣は、小麦と大麦のいずれに対しても薬害がな

く、黒節病に対して防除効果を示す（図 1）。 
２．止葉抽出期以降の塩基性硫酸銅水和剤（Z ボルドー）500 倍 3 回散布は、茎葉での発病

を軽減する。また、穂揃期以降に 2 回以上散布すると、黒節病菌の種子伝染を抑制する

（表 1）。  
３．ハウス栽培、標準播種時期の 1 か月程度の遅播き等の耕種的防除手法は黒節病の発生

を減少させる（データ省略）。  
４．薬剤防除及び耕種的防除手法の組み合わせにより、黒節病の発生を 1%程度以下に抑制

できる。また、防除手法の組み合わせを変えることで、種子生産の段階に応じた防除体

系を構築できる（図 2）。  
 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：都府県の試験研究機関、種子生産公社、種子生産農家 
２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：北海道、東北、沖縄県を除く 39 都府県の

原原種、原種を含む採種圃場 2,000ha。  
３．これらの成果を取りまとめた黒節病管理技術はマニュアルとして公開されている（図

3）。  
４．金属銀水和剤（シードラック水和剤）は黒節病防除効果が高いが高額であり、塩基性

硫酸銅水和剤（Z ボルドー）は効果が劣るが安価であるため、使用する種子の黒節病菌

保菌率や使用面積に応じて選択できる。  
５．塩基性硫酸銅水和剤（Z ボルドー）の散布剤としての小麦への使用は種子生産圃場に

限定される。 
６．新規開発した高精度の黒節病保菌粒率検査法を用いて生産種子を調べることで、次作

での種子生産栽培において効果的な防除手法を選択することができる（詳細はマニュア

ル参照）。  
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （井上康宏）  

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（農食事業） 

研究期間：2013～2016 年度 

研究担当者：井上康宏、上松寛、青木一美（茨城農研）、島田峻（茨城農研）、横須賀知

之（茨城農研）、西宮智美（茨城農研）、酒井和彦（埼玉農技セ）、庄司俊彦（埼玉農技

セ）、橋爪不二夫（三重農研）、藤田絢香（三重農研）、山川智大（三重農研）、田畑茂

樹（三重農研）、黒田克利（三重農研）、森充隆（香川農試）、西村文宏（香川農試）、

河田和利（香川農試）、吉岡陸人（山口農林総セ）、鍛治原寛（山口農林総セ） 
発表論文等： 
1)酒井ら(2016)関東東山病害虫研報、63:8-13 
2)酒井ら(2016)関東東山病害虫研報、63:14-17 
3)島田ら(2016)関東東山病害虫研報、63:6-7 
4)田畑ら(2016)関西病虫研報、58:103-106 

図１ 種子消毒による黒節病防除効果  

表１ 生育期散布による種子保菌率低減効果（2015 年） 

図３ 黒節病防除マニュアル（一部抜粋）  

図２  各防除手法の使用段階  

供試薬剤
（希釈倍数）

保菌粒率
（％）

防除価

Zボルドー 3月20日 3月30日 4月9日 43.1 29.3
（500倍希釈） 止葉抽出期 止葉展開期 穂揃期 14.6 76.1

止葉展開期 穂揃期 7日後 5.9 90.3
穂揃期 7日後 14日後 1.4 97.7

穂揃期7日後 14日後 21日後 2.6 95.7
無処理 60.9

茨城県農業総合センター農業研究所において実施

散布日

止葉抽出期：３月31日　止葉展開期：４月６日　穂揃期：４月23日
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5)農研機構 (2016)「黒節病などの種子伝染性病害に注意しましょう」   
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/narc/manual/07
1390.html (2016 年 10 月 1 日 ) 
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［成果情報名］土着天敵を活用する害虫管理最新技術集と事例集 

［要約］圃場内外への天敵温存植物の植栽と天敵に悪影響の少ない殺虫剤の選択によって土

着天敵の定着や増殖を促すことにより、薬剤抵抗性を発達させて難防除害虫となっている

アザミウマ類やハダニ類等を安定的に管理することができる。 

［キーワード］土着天敵、ヒメハナカメムシ類、タバコカスミカメ、カブリダニ類、微小害虫 

［担当］中央農業研究センター・虫・鳥獣害研究領域 

［代表連絡先］電話 029-838-8481 

［分類］普及成果情報  

［背景・ねらい］ 

果樹や野菜の重要害虫であるアザミウマ類やハダニ類では、農薬に抵抗性を持つ系統が発

生し防除が難しくなっている。新農薬の開発・導入と害虫の抵抗性発達の悪循環からの脱

却が望まれる中、これに変わる手段として天敵利用による害虫管理技術の開発に期待が寄

せられている。そこで、ナスやネギ等の野菜類やリンゴやカンキツ等の果樹を対象に、地

域に生息する土着天敵を活用して害虫の発生を効果的に抑制する技術を開発し、都道府県

の農業指導者や天敵利用に関心を持つ生産者向けの「最新技術集」を公表して技術の普及

を図るとともに代表的な技術を分かりやすく紹介したパンフレット形式の「事例集」を配

布して生産者における天敵利用技術の認知度向上に努める。  

［成果の内容・特徴］ 

１．2012〜2015 年度に実施された農林水産省の委託研究プロジェクト「土着天敵を有効活

用した害虫防除システムの開発」の成果である。現地実証試験で高い効果が認められた

技術として、ヒメハナカメムシ類やタバコカスミカメの利用を核としたナスのアザミウ

マ類防除技術、複数種の天敵を利用したシシトウのチャノキイロアザミウマ C 系統防除

技術、カブリダニ類利用による果樹のハダニ類防除技術、コモリグモ類やヒメオオメカ

メムシ利用による露地ネギのアザミウマ類防除技術、コモリグモ類やコオロギ類利用に

よる水稲の斑点米カメムシ防除技術がある。  

２．土着天敵の利用に際しては、天敵の種類に合わせて温存植物を圃場に配置し（図 1）、

農薬使用回数を減じるとともに、天敵に影響の少ない農薬のみを選択使用する。天敵が

安定して圃場に定着し、増殖することにより薬剤抵抗性を持ち慣行防除で多発するミナ

ミキイロアザミウマ等の害虫の被害を抑制することが可能である（図 2）。  

３．それぞれの天敵に適した温存植物とその植栽デザイン、既存の防除体系に土着天敵の

利用技術を導入する際に必要となる殺虫剤の選択や利用法に関する情報に加え、現地実

証試験における害虫被害抑制効果のデータ等を取りまとめた最新技術集（図 3 左）がイ

ンターネット上で公開されており、ダウンロードして利用できる。  

４．土着天敵利用の経験がない生産者にも興味を持ってもらうことを目的に 9 つの実践事

例の概要をパンフレット形式でまとめさらに実践農家の声を掲載した「事例集」（図 3 右）

がインターネット上で公開されており、ダウンロードできるほか、希望者に冊子版を無

料配布している（申込先アドレス：koho-narc@naro.affrc.go.jp）。  

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：都道府県試験研究機関、普及指導機関担当者、生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国の施設栽培のナスとシシトウ並びに

露地栽培のナスを主体に土着天敵利用の拡大を図る。目標普及面積：500ha(ナス全国作

付面積の約 5％に相当) 

３．天敵利用技術の導入にあたっては、使用を避けるべき薬剤の種類と期間を生産者に十

分周知、徹底することが重要である。また、地域の試験研究機関や指導普及機関等の協

力を得て、対象害虫や地域に生息する土着天敵の種類をあらかじめ確認することが望ま

しい。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（後藤千枝） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（温暖化適応・異常気象対応） 

研究期間：2012〜2016 年度 

研究担当者：飯田博之、井原史雄、大塚彰、岸本英成、北村登史雄、楠本良延、河野勝

行、後藤千枝、真田幸代、下田武志、武田光能、田中幸一、土`田聡、外山晶敏、長坂幸

吉、中野亮、馬場友希、日本典秀、本多健一郎、松村正哉、三代浩二、望月雅俊、守屋成

一、柳沼勝彦、安田耕司、屋良佳緒利、渡邊朋也、樋口博也、舟山健(秋田県果樹試)、荒

川昭弘(福島県農総セ)、川口悦史(福島県農総セ)、佐々木正剛(福島県植防協会)、瀧田克

典(福島県観光交流局)、星博綱(福島県農総セ)、牛尾進吾(千葉県農総研)、大谷徹(千葉

図２ 殺虫剤管理の違いがミナミキイロアザミウマ被害とヒメハナカメムシ類 

発生に及ぼす影響 

（奈良県露地ナスの事例；▼は非選択▼は選択性殺虫剤の散布を示す。） 

図１ 露地ナス圃場における天敵温存植物の植栽例 

（左：植栽デザイン；右：圃場周囲に配置されたオクラとソルガ

図３  土着天敵を活用する害虫管

理最新技術集（左）と事例集（右） 
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県農林水産部）、大井田寛(千葉県農総研)、河名利幸(千葉県農総研)、清水健(千葉県農総

研)、武田藍(千葉県農総研)、中井善太(千葉県農総研)、石川隆輔(静岡県農技研)、市原

実(静岡県農技研)、稲垣栄洋(静岡県農技研)、井鍋大佑(静岡県農技研)、片井祐介(静岡

県農技研)、片山晴喜(静岡県農技研)、金子修治(静岡県農技研)、白鳥孝太郎(静岡県農技

研)、多々良明夫(元静岡県農技研)、土田祐大(静岡県賀茂農林事務所）、土井誠(静岡県農

技研)、外山祐介(静岡県農技研)、中野亮平(静岡県農技研)、増井伸一(静岡県農技研)、

松野和夫(静岡県農技研)、宮田祐二(静岡県農技研)、大仲桂太(三重県農業研究所)、鈴木

賢(三重県農業研究所)、西野実(三重県農業研究所)、井村岳男(奈良県農研セ)、今村剛士

(奈良県農研セ)、神川諭(奈良県農研セ)、国本佳範(奈良県農研セ)、竹中勲(奈良県農研

セ)、吉村あみ(奈良県農研セ)、阿部成人(徳島農総技セ)、秋月学(徳島農総技セ)、中野

昭雄(徳島農総技セ)、松尾和典(徳島農総技セ)、松﨑正典(徳島農総技セ)、伊藤政雄(高

知農技セ)、下元満喜(高知農技セ)、中石一英(高知県環境農業推進課）、安達鉄矢(高知農

技セ)、近森ちさこ(高知農技セ)、中平知芳(高知農技セ)、垣内加奈子(高知農技セ)、園

田昌司(元岡山大／宇都宮大）、山下純(岡山大)、大野和朗(宮崎大) 

発表論文等：  

1)農研機構(2016)「土着天敵を活用する害虫管理技術 最新技術集」・「土着天敵を活用す

る害虫管理技術 事例集」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/narc/manual/069415.ht

ml（2016 年 8 月 30 日）  

2)農林水産省農林水産技術会議事務局(2017)「土着天敵を有効利用した害虫防除システム

の開発」、研究成果第 567 集  
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［成果情報名］ピーマンでのジャガイモヒゲナガアブラムシ防除のためのギフアブラバチ利用技術 

［要約］ギフアブラバチは、施設栽培ピーマン等で発生するジャガイモヒゲナガアブラムシ

防除のための生物農薬として利用できる。ギフアブラバチの利用法には成虫放飼法とバン

カー法があり、バンカー法はジャガイモヒゲナガアブラムシの発生を継続的に抑制できる。 

［キーワード］ギフアブラバチ、ジャガイモヒゲナガアブラムシ、ピーマン、バンカー法 

［担当］野菜花き研究部門・野菜病害虫・機能解析研究領域・虫害ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6574 
［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

近年、西日本の施設栽培ピーマンでは、ジャガイモヒゲナガアブラムシによる被害が顕

在化している。現在、生物農薬として市販されている天敵類では、ジャガイモヒゲナガア

ブラムシに対して十分な防除効果が得られる事例は少ない。一方、土着天敵のギフアブラ

バチ Aphidius gifuensis は、ジャガイモヒゲナガアブラムシやモモアカアブラムシに寄生し

増殖率も高いことから、ジャガイモヒゲナガアブラムシに対する防除効果が期待されてい

る。そこで、ギフアブラバチを生物農薬として登録するとともに、本種を利用したジャガ

イモヒゲナガアブラムシの防除技術を開発する。また、ギフアブラバチの利用普及を図る

ため、本種の利用法等を解説したマニュアルを作成する。 
［成果の内容・特徴］ 

１．ギフアブラバチ（図 1）は、大量増殖技術等を開発した後に、2016 年 1 月 20 日に生物

農薬として登録した（農林水産省登録第 23771 号、商品名ギフパール (R)）。本製剤の適

用害虫はアブラムシ類、適用作物は施設栽培のピーマン、とうがらし類、なすである。  
２．ギフアブラバチの利用法には「成虫放飼法」と「バンカー法」がある。成虫放飼法で

は、ジャガイモヒゲナガアブラムシの発生初期（ピーマンの被害株率 1%以下）にギフア

ブラバチ成虫を 250～500 頭/10a の密度で 2、3 回放飼することで、ジャガイモヒゲナガ

アブラムシの被害抑制効果が得られる（図 2）。ジャガイモヒゲナガアブラムシの発生量

が多い場合には（被害株率概ね 2%以上）、初めにギフアブラバチ等の天敵類に影響の少

ない殺虫剤を散布してアブラムシの密度を低下させた後にギフアブラバチを放飼する。  
３．ギフアブラバチのバンカー法では、施設ほ場内にバンカー（図 3）を設置した後でギフ

アブラバチを放飼する。バンカー上で増殖したギフアブラバチは、ピーマンに移動して

ジャガイモヒゲナガアブラムシの発生を抑制する。バンカーを 1～2 ヶ月ごとに更新して

ギフアブラバチを維持することで、ジャガイモヒゲナガアブラムシを継続的に抑制でき

る（図 4）。バンカーを始めるために必要な資材は、「バンカー開始セット」（商品名ギ

フバンク）として発売されている。 
４．ギフアブラバチ利用技術マニュアルには、ギフアブラバチとジャガイモヒゲナガアブ

ラムシの生態、ギフアブラバチの増殖法、各種農薬の影響、施設栽培ピーマンでの利用

法が記載されている。また、甘長とうがらし、カラーピーマンで発生するモモアカアブ

ラムシ防除へのギフアブラバチの利用法も紹介している。マニュアルはインターネット

上でダウンロードできる（URL は発表論文等を参照）。  
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：施設栽培ピーマン、とうがらし類、なすの生産者及び産地の普及指導機関 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：おもに西日本の施設栽培ピーマン等 120ha 
３．その他：ギフアブラバチで防除可能なアブラムシは、ジャガイモヒゲナガアブラムシ

とモモアカアブラムシである。その他の害虫アブラムシ類に対しては防除効果が得られ

ない。ギフアブラバチの利用法、ギフアブラバチ利用技術マニュアルの内容に関する問

い合わせ先は農研機構野菜花き研究部門、 ギフパール (R)、ギフバンクに関する問い合

わせ先はアリスタライフサイエンス株式会社（http://arystalifescience.jp/）である。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

（太田泉） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（農食事業） 

研究期間：2011～2016 年度 

研究担当者：太田泉、武田光能、柿元一樹（鹿児島農開総セ）、松比良邦彦（鹿児島農開

総セ）、井上栄明（鹿児島農開総セ）、大薗正史（鹿児島農開総セ）、妙楽崇（岐阜農技

セ）、杖田浩二（岐阜農技セ）、野口忠久（長野野菜花き農試）、北林聡（長野野菜花き

農試）、桑澤久仁厚（長野野菜花き農試）、増澤高亨（長野野菜花き農試）、清水徹（琉

球産経）、山崎あかね（琉球産経）、山中聡（アリスタライフサイエンス）、江口博美

（アリスタライフサイエンス）、中村善二郎（アリスタライフサイエンス） 

発表論文等： 

1)農研機構(2016)「ギフアブラバチ利用技術マニュアル（2016 年版・技術者向け）」 

図１  ギフアブラバチ雌成虫（上）  
  とギフアブラバチに寄生されて  
  出来たアブラムシマミー（右下）  

図４  施設栽培ピーマンでのジャガ  
   イモヒゲナガアブラムシに対す  
   るギフアブラバチの密度抑制効  
   果【バンカー法】  

図３  ピーマンほ場に設置したギフアブラバチ用の  
   バンカー（右側手前）  

図２  施設栽培ピーマンでのジャガイモヒゲナガ  
  アブラムシに対するギフアブラバチの密度  
   抑制効果【成虫放飼法】  
    図中の矢印↓はギフアブラバチの放飼日。  
    1 回当たりの放飼密度は 500 頭/10a 相当。  
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コムギ、オオムギ上にギフアブラバチの餌昆虫（寄主）  
であるムギヒゲナガアブラムシを付けて増やしたもの。  
ギフアブラバチはバンカー上で増殖した後に、ピーマン  
に移動して害虫のジャガイモヒゲナガアブラムシに寄生  
する。ムギヒゲナガアブラムシはピーマン等の野菜類を  
加害しない。  
 

 
鹿児島県志布志市のピーマン生産者  
ほ場での現地試験のため、無放飼区  
の設定はなし。  
グラフ枠線上の矢印↓はギフアブラ  
バチの放飼日（20 頭 /10a 相当）、  
“B”はバンカー植物（ムギ類）や  
代替寄主アブラムシ（ムギヒゲナガ  
アブラムシ）の追加、更新日を示す。  
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http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-pamph/072300.html
 (2016 年 10 月 1 日) 
2)太田、武田(2016)植物防疫、70(9):24-29 
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［成果情報名］雑草イネは水稲移植栽培においても問題化する

［要約］雑草イネは直播栽培の難防除雑草であり移植栽培では問題にならないとされてきた

が、実際には 2000 年以前から広い地域で発生しており、むしろ移植栽培の履歴しかない地

区での発生が多い。移植栽培においても雑草イネの早期発見・対策が必要である。 

［キーワード］雑草イネ、警戒情報、水稲、赤米混入 

［担当］中央農業研究センター・生産体系研究領域・雑草制御グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8481
［分類］普及成果情報

［背景・ねらい］ 

近年雑草イネ(Oryza sativa)が水稲移植栽培・直播栽培ともに問題化し、2015年までに19
県で発生が確認されている。これらの雑草イネの多くは玄米色が赤く、水稲収穫物への赤

米混入被害が報告されている。赤米雑草イネの発生がはじめに確認された長野県では、水

稲直播栽培圃場で問題が顕在化したことから、雑草イネのまん延には直播栽培の普及が要

因となったと考えられている。しかし、雑草イネ発生圃場の栽培履歴を全国的に調査した

事例はこれまでになく、直播栽培の普及が近年の雑草イネまん延の主要因となっているこ

とを示す知見はない。そこで本研究では、雑草イネ発生圃場における栽培履歴から雑草イ

ネを警戒すべき栽培方法を明らかにし、早期警戒によるまん延防止に役立てる。

［成果の内容・特徴］ 

１．2015 年までに雑草イネによる被害が発生した 27 地区（8 県）を対象として、2016 年

に聞き取り調査を実施した結果では、水稲直播栽培の履歴があるのは 4 地区のみであり、

23 地区のこれまでの水稲作は移植栽培のみである（表 1）。

２．表 1 の雑草イネ発生圃場のうち、4 県 5 地区では少なくとも 2000 年以前から雑草イネ

の発生を確認しており、雑草イネは近年増加したわけではない（表 2）。  
３．2000 年以前から雑草イネ発生を確認している圃場は直播栽培の履歴がなく、移植栽培

の履歴しかない（表 2）。

４．移植栽培においても雑草イネ発生の警戒が必要である。警戒情報パンフレット（図 1）
に記載された雑草イネの識別方法や防除のポイントを参考にした早期発見・対策の励行

により、被害を最小限に抑えることができる。

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：都道府県行政機関、普及センター、水稲生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国の水稲作（150 万 ha）
３．その他：公開サイト

(http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/files/Oryza_sativa_1.pdf) 
４．直播栽培では雑草イネに有効な対策が現在のところない。雑草イネの発生が確認され

た圃場では直播栽培を行わない。

５．移植栽培では雑草イネに有効な除草剤を使用できるが、除草剤のみでは十分に防除で

きない。雑草イネ発生圃場では有効な除草剤の体系処理と手取り除草を必ず実施する。

まん延すると高コストの防除が長年必要になるため、早期発見・対策が最重要である。
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［具体的データ］              

 

 

 

 

 

 

（今泉智通） 

 

［その他］ 

表 2 雑草イネを確認した時期 

    発生確認年

A 県 

a 地区 1995 年前後

b 地区 2010 年前後

c 地区 2011 年

d 地区 2013 年*

e 地区 2014 年

f 地区 不明

g 地区 不明

B 県 

a 地区 2000 年以前

b 地区 2011 年

c 地区 2013 年

d 地区 不明

e 地区 不明

C 県 
a 地区 2000 年以前

b 地区 不明

D 県 
a 地区 2005 年以前

b 地区 不明

E 県 a 地区 不明

F 県 

a 地区 2005 年以前

b 地区 2010 年前後

c 地区 不明*

d 地区 不明

G 県 

a 地区 2000 年以前

b 地区 2000 年以前

c 地区 2008 年前後*

d 地区 2015 年

e 地区 不明

H 県 a 地区 2012 年前後*

表 1と同じ 27 地区（8 県）について、2016
年に実施した聞き取り調査の結果を示

した。雑草イネの発生確認時期を生産者も

しくは普及センターに聞き取りした。 

*は過去に直播栽培の実施歴がある圃場を

示す。 

表 1 雑草イネ発生地区における水稲作

の栽培履歴 

  移植のみの

地区数 
直播ありの

地区数  
A 県 6 1
B 県 5 0
C 県 2 0
D 県 2 0
E 県 1 0
F 県 3 1
G 県 4 1
H 県 0 1
合計 23 4

2015 年までに雑草イネによる被害が発生

した 27 地区（8 県）において、2016 年に

実施した聞き取り調査の結果を示した。水

稲作における栽培履歴を生産者もしくは

普及センターに聞き取りした。すでに雑草

イネ発生を公表している長野県は上記に

は含まれない。  

 
 【雑草イネの特徴】 

  軽く握るだけで籾が簡単に落ちる 

  形態は様々で共通する特徴はない 

 【防除のポイント】  
  雑草イネに有効な除草剤を使用する  
  手取り除草を必ず実施する  
図 1 警戒情報パンフレット－雑草イネ－
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予算区分：交付金、27 補正「先導プロ」 

研究期間：2012〜2016 年度 

研究担当者：今泉智通、内野彰、小林浩幸 

発表論文等：農研機構(2017)警戒すべき雑草「雑草イネ」 
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/narc/manual/073132.ht
ml (2017 年 1 月 12 日) 
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