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ページ

強粘質土壌転換畑においてダイズの根系を改善し増収させる
スリット成形播種

東北農研
水田作研究領域・水田環境グ
ループ

1

残稈の埋没性を高めた水田用スタブルカルチ 東北農研
生産基盤研究領域・作業技術
グループ

4

水田輪作体系乾田直播栽培における収量マップを用いた基肥
可変の施肥増収効果

東北農研
生産基盤研究領域・栽培技術
グループ

7

大型破砕機と「フレコンラップ法」による破砕穀実の迅速な
サイレージ調製方法

東北農研
畜産飼料作研究領域・飼料利
用グループ

11

無破砕籾米の簡易サイレージ調製技術 東北農研
畜産飼料作研究領域・飼料利
用グループ

13

水稲品種「あきだわら」の多収・良食味栽培マニュアル 作物開発センター
稲研究領域・稲栽培生理ユ
ニット

16

振動ローラの導入により麦作後の速やかな水稲乾田直播栽培
が可能

九沖農研
水田作研究領域・水田作業体
系グループ

19

関東地域のトウモロコシ二期作の新たな適地判定指標策定と
栽培適地拡大状況

畜産部門
飼料作物研究領域・栽培技術
ユニット

22

雇用型農業法人における労務管理の改善を図る分析ツール 中央農研
農業経営研究領域・組織管理
グループ

25

野良イモ防除と環境負荷低減を両立する最適な土壌凍結深 北農研
生産環境研究領域・寒地気候
変動グループ

29

業務・加工利用向け水稲品種「やまだわら」多収栽培マニュ
アル

西日本農研
水田作研究領域・栽培管理グ
ループ

31

新たな多層断熱資材「ナノファイバー断熱資材」利用マニュ
アル

西日本農研
傾斜地園芸研究領域・傾斜地
野菜生産グループ

34

有機農業実践現場の研究事例に基づく安定栽培マニュアル 中央農研
土壌肥料研究領域・土壌生物
グループ

36

加工・業務用ホウレンソウの機械収穫体系を利用した刈り取
り再生栽培技術

九沖農研
畑作研究領域・畑機械・栽培
グループ

39

収益向上と飼料生産コストの３割低減を可能とする水田作複
合経営モデル

西日本農研
営農生産体系研究領域・農業
経営グループ

42

水稲、麦、大豆、牧草などに対応し、高速点播が可能な高速
高精度汎用播種機

革新工学センター
土地利用型システム研究領
域・栽植システムユニット

46

新機構と高耐久部材により作業能率と耐久性を向上させた汎
用コンバイン

革新工学センター
土地利用型システム研究領
域・収穫・乾燥調製システム
ユニット

49

高速で高精度に施肥が行える畝立て同時二段局所施肥機 革新工学センター
総合機械化研究領域・野菜生
産工学ユニット

51

調製作業を高能率化する作業精度の高いホウレンソウ調製機 革新工学センター
総合機械化研究領域・施設・
調製工学ユニット

53

スイカのトンネル栽培におけるつる引き用農作業イス 革新工学センター
労働・環境工学研究領域・労
働環境技術評価ユニット

55
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担当
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飼養管理効率化に役立つ放牧馴致・マダニ対策技術マニュア
ル

畜産部門
草地利用研究領域・放牧家畜
ユニット

57

飼料用ムギ類を活用した秋冬季における放牧延長のための作
付け支援計算シート

畜産部門
草地利用研究領域・山地放牧
ユニット

60

ルーメン環境の改善に有効な活性型酵母ペレット化飼料 畜産部門
家畜育種繁殖研究領域・繁殖
性向上ユニット

63

卵巣から卵胞内卵子を効率的に吸引採取する器具の開発 畜産部門
家畜育種繁殖研究領域・家畜
胚生産ユニット

66

新しく改訂した日本飼養標準・乳牛(2017年版)の公表 畜産部門
家畜代謝栄養研究領域・精密
栄養管理ユニット

69

豚舎汚水の処理水から硝酸性窒素を効果的に除去できる硫黄
脱窒処理技術

畜産部門
畜産環境研究領域・水環境ユ
ニット

71

ブレンド適性に優れる寒冷地向け超強力小麦「銀河のちか
ら」

東北農研
畑作園芸研究領域・畑作物育
種グループ

74

フランスパン加工適性が高い暖地・温暖地向け準強力小麦新
品種「さちかおり」

九沖農研
水田作研究領域・小麦・大麦
育種グループ

76

多収で製粉性に優れる日本めん用の小麦新品種「びわほな
み」

西日本農研
水田作研究領域・麦類育種グ
ループ

79

寒雪害に強いビール醸造用二条大麦「小春二条」 東北農研
畑作園芸研究領域・畑作物育
種グループ

81

炊飯後に褐変しにくく、食味に優れる二条裸麦品種「キラリ
モチ」

西日本農研
作物開発利用研究領域・畑作
物育種グループ

84

暖地・温暖地向けのもち性二条大麦新品種「くすもち二条」 九沖農研
水田作研究領域・小麦・大麦
育種グループ

87

「サチユタカ」に難裂莢性を導入した大豆新品種「サチユタ
カA1号」

作物開発センター
畑作物研究領域・大豆育種ユ
ニット

90

「フクユタカ」に難裂莢性を導入した大豆新品種「フクユタ
カA1号」

作物開発センター
畑作物研究領域・大豆育種ユ
ニット

93

「エンレイ」に難裂莢性を導入した大豆新品種「えんれいの
そら」

作物開発センター
畑作物研究領域・大豆育種ユ
ニット

95

「ことゆたか」に難裂莢性を導入した大豆新品種「ことゆた
かA1号」

作物開発センター
畑作物研究領域・大豆育種ユ
ニット

97

晩生で多収の良食味水稲新品種候補系統「あきあかね」 中央農研
作物開発研究領域・稲育種グ
ループ

100

北海道を除く全国の水稲高温登熟性標準品種の選定 作物開発センター 稲研究領域・稲育種ユニット 102

高度複合病害抵抗性テンサイ品種「北海104号」 北農研
畑作物開発利用研究領域・テ
ンサイ育種グループ

105

遺伝子組換えカイコの養蚕農家での飼育システムの構築と実
現

生物機能部門
新産業開拓研究領域・新特性
シルク開発ユニット

108

糖度が高く、ドリップの少ない晩生カンキツ新品種「あす
き」

果樹茶部門
カンキツ研究領域・カンキツ
育種ユニット

110

甘く多汁で食味が良く着色しやすい中生のリンゴ新品種「錦
秋」（きんしゅう）

果樹茶部門
リンゴ研究領域・リンゴ育種
ユニット

112
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果皮が着色しやすく日持ちが良い早生のリンゴ新品種「紅み
のり」（べにみのり）

果樹茶部門
リンゴ研究領域・リンゴ育種
ユニット

114

酸味が少なく糖度が高いニホンスモモ新品種「ハニービー
ト」

果樹茶部門
品種育成研究領域・核果類育
種ユニット

116

「あきづき」のコルク状果肉障害はエテホン散布による熟期
促進で低減できる

果樹茶部門
生産・流通研究領域・栽培生
理ユニット

118

高温でも容易に着色する極大粒のブドウ新品種「グロースク
ローネ」

果樹茶部門
ブドウ・カキ研究領域・ブド
ウ・カキ育種ユニット

120

成長点局所加温とCO2施用を組み合わせた高収益ミニトマト
栽培技術

野菜花き部門
野菜生産システム研究領域・
施設生産ユニット

122

適品種を用いた露地電照栽培による夏秋小ギクの計画生産技
術

野菜花き部門
花き遺伝育種研究領域・ゲノ
ム遺伝育種ユニット

124

台風常襲地における耐候性LED電球を活用したキクの安定生
産技術

野菜花き部門
花き遺伝育種研究領域・ゲノ
ム遺伝育種ユニット

127

人工光閉鎖型育苗と水耕栽培等によるトルコギキョウの年3
作周年生産技術体系

野菜花き部門
花き生産流通研究領域・生産
管理ユニット

130

ダリアに感染するウイルス・ウイロイドの同時検出技術 野菜花き部門
花き生産流通研究領域・生産
管理ユニット

133

花を利用した認知リハビリテーションの手引き書 野菜花き部門
花き生産流通研究領域・品質
制御ユニット

135

輸出促進のための輸出対象国における国産農産物の嗜好性
データベースの活用

食農ビジネスセン
ター

食農ビジネス研究チーム 138

米粉100％パンが膨らむメカニズムの解明とパン製造法への
応用

食品部門
食品加工流通研究領域・食品
素材開発ユニット

141

食品加工の程度を見える化するDNA断片化測定技術FRED法 食品部門
食品生物機能開発研究領域・
酵素機能ユニット

143

インフルエンザウイルスゲノム自動解析ソフトウェア
「FluGAS」の開発

動物衛生部門
越境性感染症研究領域・イン
フルエンザユニット

145

イネウンカ類の薬剤感受性検定のための和文･英文マニュア
ル

九沖農研
生産環境研究領域・虫害グ
ループ

147

コメの収量および品質低下リスクの将来変化に関するデータ
セットの公開

農業環境センター
気象変動対応研究領域・影響
予測ユニット

150

秋季温暖化に適応した夏季播種技術を支援する牧草の晩限日
計算プログラム

北農研
生産環境研究領域・寒地気候
変動グループ

153

水稲の出穂日を面的に推定するプログラムと推定マップを
web公開

東北農研
生産環境研究領域・農業気象
グループ

156

過去値と9日先までの予報値を含む1kmメッシュ積雪情報 北農研
大規模畑作研究領域・気象情
報利用グループ

158

中山間地の精密な気象データをアメダス等から推定する農地
環境推定システム

西日本農研
傾斜地園芸研究領域・園芸環
境工学グループ

162

家畜尿汚水浄化処理に関する実測に基づく精緻化された温室
効果ガス排出係数

畜産部門
畜産環境研究領域・水環境ユ
ニット

164

水田水管理による温室効果ガス削減のためのMRV実施ハンド
ブック（英文）

農業環境センター
気候変動対応研究領域・温室
効果ガス削減ユニット

166
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水田畦畔・斜面草地における生物多様性に配慮した刈払い管
理

農業環境センター
生物多様性研究領域・生態系
サービス評価ユニット

169

ドローンを用いたほ場計測マニュアル（不陸（凹凸）編） 農業環境センター
環境情報基盤研究領域・空間
情報解析ユニット

171

デジタル土壌図のウェブ配信-「日本土壌インベントリー」
と「e-土壌図II」-

農業環境センター
環境情報基盤研究領域・土壌
資源評価ユニット

174

ICTを活用した圃場-土地改良施設連携型の水管理制御システ
ム

農村工学部門
水利工学研究領域・水利シス
テムユニット

176

モニタリング施設を活用した圧力変動緩和装置の設置マニュ
アル

農村工学部門
水利工学領域・施設水理ユ
ニット

179

ポンプ設備の突発的な故障停止を防ぐためリアルタイムに遠
隔監視するシステム

農村工学部門
施設工学研究領域・施設保全
ユニット

181

地震・豪雨時のため池の災害情報共有のための「ため池防災
支援システム」

農村工学部門
施設工学研究領域・土構造物
ユニット

184

農業用ダムの地震波伝播速度に大規模地震が与える影響を解
析する技術

農村工学部門
施設工学研究領域・施設構造
ユニット

187

軽量組立型枠を用いた集水井のコンクリート内巻補強工法 農村工学部門
施設工学研究領域・施設保全
ユニット

190

将来の豪雨強大化に対応した水利施設計画・管理のための水
稲被害リスク評価法

農村工学部門
地域資源工学研究領域・水文
水資源ユニット

193

CSMT電磁探査法を利用する沿岸域の高能率深層地下水調査
法

農村工学部門
地域資源工学研究領域・地下
水資源ユニット

196

農業農村整備・小水力発電事業の経済・環境評価のための
WEBアプリケーション

農村工学部門
地域資源工学研究領域・資源
評価ユニット

198

すぐに使えてわかりやすい「農研機構の鳥害対策」パンフ
レットおよび動画

中央農研
虫・鳥獣害研究領域・鳥獣害
グループ

200

急傾斜草地の除染のための安全な草地更新作業体系 畜産部門
草地利用研究領域・放牧家畜
ユニット

203

ワクチンを核としたホオズキのウイルス病防除技術 九沖農研
生産環境研究領域・野菜病害
虫管理グループ

206

1km-メッシュ農業気象データ版イネ稲こうじ病の薬剤散布
適期判定システム

中央農研
病害研究領域・抵抗性利用グ
ループ

209

野菜害虫発生予察用フェロモントラップに予混入する非標的
チョウ目昆虫識別の手引

野菜花き部門
野菜病害虫・機能解析研究領
域・虫害ユニット

212

農業生態系に生息する土着カブリダニ類の種を識別するマ
ニュアル中級編

中央農研
虫・鳥獣害研究領域・生物的
防除グループ

214

施設野菜類の微小害虫防除に役立つバンカーシートと利用マ
ニュアル

中央農研
虫・鳥獣害研究領域・生物的
防除グループ

217

フルチアセットメチル乳剤による大豆品種の初期薬害 東北農研
水田作研究領域・水田作グ
ループ

219

フルチアセットメチル乳剤の効果の雑草種間差 中央農研
生産体系研究領域・雑草制御
グループ

222

バレイショのそうか病対策のための土壌酸性の簡易迅速診断
手法

中央農研
土壌肥料研究領域・土壌診断
グループ

225
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安定生産のために地温情報を組み入れた畝立後太陽熱土壌消
毒「陽熱プラス」

中央農研
土壌肥料研究領域・土壌生物
グループ

228

植物共生細菌群集のメタゲノム解析のための細菌細胞濃縮法
マニュアル

北農研
大規模畑作研究領域・大規模
畑輪作グループ

231

静置式の木質チップ通風乾燥方法 中央農研
生産体系研究領域・バイオマ
ス利用グループ

233

複数農薬の累積的生態リスク評価ツール：NIAES-CERAP 農業環境センター
生物多様性研究領域・化学物
質影響評価ユニット

235



［成果情報名］強粘質土壌転換畑においてダイズの根系を改善し増収させるスリット成形播種 

［要約］強粘質土壌水田転換畑でのダイズ作において問題となる、根系の発達不良を改善す

るため、播種位置の近傍に深さ 20cm までのスリットを成形する播種技術である。スリット

の成形によって、主根の伸長と根密度の増加が認められ、中央値で 13％の増収効果がある。 

［キーワード］水田転換畑、ダイズ、根系改善、強粘質土壌、真空播種機 

［担当］東北農業研究センター・水田作研究領域・水田環境グループ 

［代表連絡先］電話 019-643-3483 

［分類］普及成果情報

［背景・ねらい］ 

強粘質土壌の水田転換畑ではダイズの根系発達が弱く、一般的に根域の狭いダイズは低

収となる可能性が高い。そこで、本研究では播種機の改良によりダイズの種子直下に深さ

20cm 程度の切れ込み（スリット）を成形し、根の土壌深部への伸長を促す技術（以下、

スリット成形播種とする）を開発する。ここでは、この目的に親和性が高いと想定され

る、点播で播種精度が高い真空播種機を改良する。また、スリット成形播種による根系改

善効果および収量増効果について明らかにする。

［成果の内容・特徴］ 

1．開発されたスリット成形真空播種機（図 1 左上）は既存の真空播種機の目皿を大粒ダ

イズ用に変更し、排土板の前面に、新たにスリット成形用のブレードを設置したもので

ある（図 1 右上）。これにより、播種作業時に種子のごく近傍にスリットを成形する。

ブレードの幅は 15mm であり、ダイズ種子がスリットに落下しないよう、スリットが播

種位置から 15mm ずれるような構造をもつ（図 1 左下、右下）。スリットの深さは地表

面から 20cm までの範囲で調整できる（図 1 右下）。播種後は慣行どおりの栽培を行

う。

2．秋田県大潟村の実証試験ではスリット成形播種区の全刈り収量は、スリット成形を行

わず、そのほかの条件はまったく等しい対照区よりも高く、4 ヵ年の増収率の中央値は

13％である（図 2）。莢数および百粒重が増加する傾向は認められるが、有意差はな

く、特定の収量構成要素を改善する技術ではない。 

3．スリット成形播種区ではスリットに沿って根が深部に伸長する個体が多く、対照区に

比べダイズの主根が深い。また、主根の下端よりも深い位置に存在する細根の分布密度

が高まる（表 1）。 

［普及のための参考情報］ 

1．普及対象：強粘質土壌水田転換畑において大規模にダイズ作を行う生産者

2．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：東北地方を中心に 750ha（強粘質土壌の

転作ダイズの 10%）を目標 

3．その他：スリット成形用のブレードおよび専用の目皿は真空播種機 W30AB、W30AC、

W42AB、W42AC のオプションとして、2018 年 1 月以降スガノ農機株式会社から受注生産

される。W30AB に適合するトラクターの要件は 80ps 以上、重量 3,500kg 以上、3P 揚力

2,500kgf 以上。推奨されるスリット成形の深さは 20cm である。他の播種様式でのスリ

ット成形の効果は検討していない。スリット成形播種では黒根腐病の発生リスクがやや

高まるので、種子消毒を必ず実施し、早播きは避ける。 
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図 2 スリット成形播種と対照のダイズ

の全刈り収量の比較 

 

［具体的データ］ 

図 1 スリット成形真空播種機の構造と同播種機による整地および播種の模式図 
左上：トラクター取り付け時の後方からの写真。右上：横からの写真。ブレード位置を図示した。左下：播種

条からスリットを 15mm ずらすブレードの構造。右下：整地および播種の模式図。

（高橋智紀） 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（収益力向上） 
研究期間：2012～2017 年度 
研究担当者：高橋智紀、片山勝之、西田瑞彦、浪川茉莉、土屋一成 
発表論文等： 
1)農研機構(2018)「真空播種機による転作ダイズのスリット成形播種」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-
pamph/080387.html (2018 年 3 月 28 日)

2)Takahashi T. et al. (2018) Soil Sci. Plant Nutri. 64:
doi:10.1080/00380768.2018.1451226

深さ 
20cm までで可変

播種床 

スリット

幅 15mm 

進行方向 15mm ずらす 

スリット成形用のブレード

表 1 スリット成形播種による根系の変化

主根の下端

(cm) 小根 細根

2012年スリット成形播種区 14.3 0.0 0.9

対照区 10.8 0.0 0.4

2013年スリット成形播種区 15.2 0.7 1.7

対照区 14.2 0.2 0.2

2015年スリット成形播種区 14.2 1.3 1.8

対照区 11.2 0.5 1.2

平均 スリット成形播種区 14.5 0.7 1.5

対照区 12.0 0.2 0.6

主根下端以深の根密度
年次

小根・細根の分類法は土壌調査ハンドブック（1997）に
よる。根密度は土壌調査ハンドブック（1997）にしたが
い、「なし」を 0、「まれにあり」を 1、「あり」を 2
として数値化した値。 
 ３ヵ年の平均値について、主根の下端は t 検定によ
り p<0.01 で有意。根密度は細根についてのみ Mann-
Whitney の検定で p<0.01 で有意。 

根系の下端付近ではグライがみられた。  

秋田県大潟村（粘土含量 52％）での実証データ。品
種はリュウホウ。プラウ後（耕深 20cm）、深さ 10cm
にバーチカルハローで播種床をつくる体系。 
(スリット成形播種区の収量/対照区の収量-1)×100
で計算された増収効果は中央値で 13%。

100

200

300

400

100 200 300 400

ス
リッ
ト成

形
播
種
区
の
ダイ
ズ
収
量

(k
g/

10
a)

対照区のダイズ収量 (kg/10a)

2012年
2013年
2015年
2016年

** n.s. **

スリット成形用の
ブレード排土板播種位置

横 15mm 

正面 
470mm 
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3)片山、高橋(2018)日作東北支部報、60:13-16
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［成果情報名］残稈の埋没性を高めた水田用スタブルカルチ 

［要約］水田用に開発した作業幅 2.5m で５本爪のスタブルカルチは、耕深 15cm では稲株の

埋没率 70%以上が可能で耕起後の表面の凹凸も小さい。作物収穫後の耕起時に前作の株や

わら等の有機物を土中に混和できる。 

［キーワード］スタブルカルチ、耕うん、乾田直播、反転性、埋没性 

［担当］東北農業研究センター・生産基盤研究領域・作業技術グループ 

［代表連絡先］電話 019-643-3483 

［分類］普及成果情報

［背景・ねらい］ 

水田では作物収穫後の耕起作業に、土壌の横移動がなく高速作業が可能なスタブルカル

チが一部で普及している。しかし、土壌の反転性や前作残渣の埋没性が劣ることから、大

規模経営体では、畑作用の大型輸入機を使用している事例もある。ところが、畑作用の輸

入機は、作業機の全長が長い、粘質な日本の水田土壌では爪が刺さりにくい、浅く耕起し

た際の土壌の反転性が劣る等の問題がある。そこで、日本の水田作に適する 15cm 程度の

深さで浅く耕起しても反転性が高いスタブルカルチを開発する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．開発したスタブルカルチは全長 3.02m、作業幅 2.5m、全高 1.39m であり、５本爪で前

２、中央やや後方に１、後方に２本を配置している（対照機は前２、後方３本）。また

爪の後方にディスクを４個、さらにその後方に砕土ローラーを配置している（対照機も

同様）。爪、ディスクの配置、間隔の調整により全長が 83cm・全高が 16cm 小型になっ

ている。また土塊の飛散を防止するために横部に大型のサイドボード、後方の２本の爪

に返しを付けているほか、爪の底部での土の切断能力を高めるため各爪のウイングを延

長している。 

２．水稲移植栽培後の水田で耕起作業を行い、土壌の反転性の指標となる稲株の埋没率

（株埋没率）を対照機と比較すると、低位泥炭土（埴壌土）の水田では耕深、速度に関

わらず開発機の方が高い。中間泥炭土（壌土）の水田では耕深 15cm とすると開発機の

方が高い。また耕深を 20cm にすると株埋没率がより高まるが、対照機との差はない。

開発機は耕深 15cm でも株埋没率が高く、水田で収穫後の稲株をより多く土中に混和す

ることが可能である（図２）。 

３．耕起後の耕うん底面は、開発機、対照機ともおおむね平らであり、開発機と対照機の

耕深の変動の差はほぼ同じである（図３）。速度 8km/h、耕深 15cm 設定時の耕起作業

後の土の表面の凹凸を計測すると、低位泥炭土、中間泥炭土とも開発機の標準偏差は

3cm 未満、対照機は 3cm 以上となり、開発機のほうがばらつきは小さくなる（表１）。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：８km/h 程度の高速で耕起作業を実施したい農家 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国の大区画圃場を中心に 100 台以上。 

３．その他：適用トラクタは出力 70kW 以上。2018 年 12 月よりスガノ農機株式会社から

販売予定である。 
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［具体的データ］ 

図１ 開発した水田用スタブルカルチ 

図２ 水稲移植栽培後の水田での秋耕における開発機と対照機の株埋没率の比較 

*線分で結んでいるのは 1 ㎡の試験区（ 1 ㎡あたり 14.5 株で埋没株をカウント） 6 区の平均。

*それぞれの試験区の株埋没率を耕深ごとに表示。

表１ 耕起後の土壌表面の凹凸の 

 標準偏差 

土壌  標準偏差  

開発機
低位泥炭土 2.91 
中間泥炭土 2.81 

対照機
低位泥炭土 3.01 
中間泥炭土 3.78 

*耕深は 15cm

（長坂善禎） 

［その他］ 
予算区分：その他外部資金（地域再生） 
研究期間：2012～2017 年度 
研究担当者：長坂善禎、大谷隆二、冠秀昭、齋藤秀文、佐々木恒平（スガノ農機）、齋藤

保（スガノ農機） 
発表論文等：農研機構(2018)「乾田直播栽培マニュアル Ver.3.1」

大型化したサイドボード
延長したウイング

土塊の飛散を防ぐ

ための返し

低位泥炭土 (埴壌土 ) 含水率 29.8%、乾燥密度 1.58g/cm3 

速度 4km/h 8km/h 
中間泥炭土 (壌土 ) 含水率 38.2%、乾燥密度 1.47g/cm3 

4km/h 8km/h 

図３ 耕起後の耕うん底面の凹凸(速度 8km/h、  
耕深 15cm 設定時)
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http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-
pamph/030716.html (2018 年 3 月 31 日) 
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［成果情報名］水田輪作体系乾田直播における収量マップを利用した基肥可変施肥の増収効果 

［要約］大区画圃場の水田輪作体系乾田直播栽培において収穫情報マッピングシステムの収

量マップを利用して基肥窒素を可変施肥することにより水稲収量が7～17％増収する。基肥

窒素の可変施肥による単収の増加により60kgあたり費用合計を3ポイント程度低減できる。 

［キーワード］収量マップ、収量情報マッピングシステム可変施肥、水田輪作、乾田直播 

［担当］東北農業研究センター・生産基盤研究領域・栽培技術グループ 

[代表連絡先］電話019-643-3585 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

仙台平野の津波被災水田では、復旧に伴う圃場基盤整備や圃場合筆により圃場の大区画

化が進み、プラウ耕・グレーンドリル播種の稲-麦-大豆2年3作水田輪作体系等の効率的な作

業体系の導入が可能となった。しかし、圃場の大区画化に伴い地力ムラ等に起因する水稲

の倒伏等の減収リスクが顕在化し、倒伏を回避するための少ない窒素施肥量水準で均一施

肥を行うことにより収量が低下している事例がある。増収を図るためにほ場内の収量や生

育の分布を正確に把握して管理する技術が求められているが、現状ではほ場１筆単位での

集計にとどまっている。そこで新たに開発した収量コンバインを利用した稲麦用収穫情報

マッピングシステムで出力される収量マップを用いて基肥窒素の可変施肥を行い、大区画

水田における2年3作水田輪作体系乾田直播栽培の収量性向上とコスト低減を実現する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．ほ場内の収量マップを出力する稲麦用収穫情報マッピングシステムは、グレンタンク

に投入される穀物流量等を連続的に測定可能な収量センサやGNSS受信機を備えた収量コ

ンバインと、取得した時系列データを用いてマッピング処理を行うGIS機能を備えたコン

ピュータプログラムなどから構成される（図1）。 

２．穀物流量等のデータ収集は収穫作業中に自動的に行われ、作業速度等を考慮して穀物

流量を面積当たり収量に変換し、GNSS位置情報に基づきほ場内位置への対応付けを行う。

これらの情報は、任意のメッシュサイズに集計しマップとして表示することや数値デー

タとして出力することができる。各種センサ情報から稈長とワラ量も同様に出力できる。 

３．生成された収量マップは、坪刈り等により測定された収量等と一定の相関があり（図

1）、ほ場内の収量等の傾向を視覚的に把握できるとともに(図2)、数値データは可変施

肥等のほ場内の精密な肥培管理に利用できる。 

４．大区画水田2年3作輪作体系乾田直播栽培における基肥窒素の可変施肥は、収量コンバ

インによる収量マップ、施肥マップソフトウェア、可変施肥対応ブロードキャスタを用

いる（図3）。 

５．可変施肥の基礎となる場所毎の土壌窒素吸収量は、均一施肥管理圃場で取得した

収量マップと籾収量－稲窒素吸収量の関係式から稲窒素吸収量を換算し、施肥由

来窒素量を差分して求める。場所毎の基肥窒素施肥量は、目標収量を達成する稲窒

素吸収量から土壌窒素吸収量を差分して必要な施肥由来窒素量を求め、肥料の窒

素利用効率を勘案して施肥マップとする。施肥マップは施肥マップソフトウェア

を用いて実行ファイルに変換し、可変施肥対応ブロードキャスタに入力する。可変

施肥作業は GNSS位置情報とリンクして自動制御される。可変施肥の効果は収量マ

ップで検証し、次作の施肥マップに反映する（図3）。 

６．宮城県仙台平野の2年3作輪作体系大豆跡乾田直播栽培における2016年の3.4ha可

変施肥実証ほ場の全刈り精玄米収量は574kg/10aで、1.5ha対照ほ場（現地農家慣行

の基肥無施肥）より17%（83kg/10a）多収である。2017年の2.2ha実証ほ場の全刈り

精玄米収量は基肥可変施肥区が585kg/10aで、対照区（無施肥）より7%（36kg/10a）

多収である（表1）。 
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７．2016年の基肥可変施肥+追肥に掛かる追加費用は3.4千円/10a、2017年の基肥可変

施肥に掛かる追加費用は3.0千円/10aと試算される。両年とも追加費用を上回る収

益増を実現し、精玄米収量60kgあたり費用合計を3ポイント程度低減できる(表1)。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：水稲および麦類を栽培する農業者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：収量コンバインについて全国1.5万ha(30ha/

台×500台[５年間])を見込む 

３．その他： 

１）稲麦用収穫情報マッピングシステムを構成する収量コンバインは市販機種であり、

クラウドを利用した営農情報管理システムへの情報蓄積に対応している。この営農情

報管理システムに開発したマッピング機能を実装し、2020年度までに社会実装を図る

予定である。 

２）籾収量と稲窒素吸収量の関係式は品種、地域毎に調査データに基づき設定する。施

肥マップソフトウェアはTOPCON社「施肥マップ」等を利用する。可変施肥対応のブロ

ードキャスタは実証試験に使用したVicon社ROEDW1500GEO等を利用する。 

 

［具体的データ］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注) 宮城県仙台平野の稲－麦－大豆 2 年 3 作水田輪作体系乾田直播栽培実証試験の事例．メッシュサイズ 10m で表示．

栽培品種は「まなむすめ」．実証試験における施肥マップの実行ファイルへの変換は営農管理支援ソフト FARMS を使用．ブ
ロキャスは Vicon 社 ROEDW1500GEO を使用．実証圃場は 2013 年に大豆跡圃場を合筆．2013 年は無施肥栽培し、2014
年は水稲連作．2016 年に基肥可変（0～6kgN/10a）と部分追肥（平均 0.6kgN/10a)を実施． 

 

図 2 水田輪作体系乾田直播実証圃場における稲麦用収穫情報マッピングシステムで出力された収

量マップおよび施肥マップ 

GNSS 受信機  

収穫量測定センサ 

（タンク内） 

収量コンバインと稲麦用収穫情報マッピングシステム 

GIS 表示部  

生成された収量マップ 

解析操作ウィンドウ 

坪刈り籾収量と同位置の収穫量推定値の関係  
（2017 年 10 月 水稲、メッュサイズ 5m） 

図 1  稲麦用収穫情報マッピングシステムの概要と測定精度 

0 2 4 6
基肥窒素　（kgN/10a）

400 籾収量(kg/10a) 1200 400 籾収量(kg/10a) 1200

収量マップ （2013 年 3.4ha ほ場）       施肥マップ （2016 年）      収量マップ （2016 年 3.4ha ほ場） 
大豆跡合筆圃場、無施肥栽培     収量マップの低収量地点に施肥   施肥マップに従い基肥可変施肥  
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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：2012～2017 年度 
研究担当者：関矢博幸、林和信、宮路広武、紺屋秀之、栗原英治、細川寿、宮本宗徳（ヤ

ンマー）、金谷一輝（ヤンマー）、長坂善偵、齋藤秀文、冠秀昭、中山壮一、松波寿
典、篠遠善哉、赤坂舞子、池永幸子、谷口義則、西田瑞彦、高橋智紀、大谷隆二 

発表論文等： 
1)林、宮本「収量分布算出装置及び収量分布算出プログラム」特願2016-222521、特願

2016-222525（2016年11月15日） 
2)農研機構(2018)「乾田直播栽培マニュアル Ver.3.1」

 ① 場所毎の稲N吸収量の推定

 　（籾収量と稲N吸収量の関係式から換算）

 ② 場所毎の土壌N吸収量の推定

 　（稲N吸収量から施肥由来N量を差分）

 ③ 場所毎の基肥窒素施肥量の設定

 　（目標稲N吸収量から土壌N吸収量を差分）

均一施肥で乾田直播

収量マップ

施肥マップ計算（表計算 ソフト、施肥マップソフトウェア）

収穫 （収量コンバイン・収穫情報マッピングシステム）

施肥マップ

収穫（収量コンバイン・収穫情報マッピングシステム）

基肥可変施肥 （可変施肥対応ブロードキャスタ）

乾直播種・栽培管理

麦・大豆作（2年3作水田輪作体系）

実行ファイル出力 （施肥マップソフトウェア）

単収
(kg/10a)

単収増
(kg/10a)

費用合計
(円/10a)

(A)追加費用
(円/10a)

(B)収入増
(円/10a)

増収効果(B)-(A)
(円/10a)

費用合計
(円/60kg)

低減効果(%)

東北平均 540 - 107,777 - - - 11,975 100

乾田直播(2013-2015) 533 - 60,461 - - - 6,806 57

基肥可変施肥(2016) 574 83 63,901 3,440 14,940 11,500 6,680 56

基肥可変施肥(2017) 585 36 63,446 2,985 6,480 3,495 6,507 54

注 1)単収増は 2016 年が基肥可変施肥圃場と対照圃場、2017 年が対照区との収量差を示す． 
2) 基肥可変施肥で必要となる収量コンバインの追加費用は現状の通常コンバインと収量コンバインとの価格差を試算

して差額分を計上した．基肥可変施肥で必要となる可変施肥対応ブロキャスの追加費用は非対応ブロキャスとの差
額分を計上した．機械・機器費は法定耐用年数で計上した． 

3) 想定される経営モデル(延べ作付面積 135ha、稲-麦-大豆 2 年 3 作各 35ha + 一部単作）を前提に新規導入機械・機

器費(収量コンバインは 2 台分、その他は 1 台分)は水稲・麦での利用面積 70ha として計上した． 
4) 追加費用は肥料費、燃料費、労働費、機械・機器費を含み、米価は 180 円/kg を想定． 
5) 東北平均は農業経営統計調査平成 22 年産水稲．  
6) 低減効果は東北平均と比較した割合を示す．基肥可変施肥導入による低減効果は 2017 年が 3%（2013-5 年比較）． 
7) 乾田直播は宮城県での稲-麦-大豆 2 年 3 作水田輪作体系実証試験に基づく．栽培品種は「まなむすめ」．2016 年
3.4ha 実証ほ場(基肥 0～6kgN/10a+追肥 0.6kgN/10a)、1.5ha 対照ほ場（農家慣行基肥無施肥+追肥 0.8kgN/10a）で実

証．2017 年 2.2ha 実証ほ場内に基肥可変施肥区（0～8kgN/10a）と対照区（農家慣行無施肥）を設定．  

表 1  水田輪作体系乾田直播栽培における基肥可変施肥の効果 

 

（関矢博幸、林和信、宮路広武) 

図 3 2 年 3 作水田輪作体系乾田直播栽培における収量マップに基づく基肥窒素の可変施肥の概要 

             現地実証試験における施肥マップの計算例

  稲N吸収量（kgN/10a)＝0.0153x+1.67  x：籾収量

  目標乾物籾収量 700kg/10a、稲N吸収量11～12kgN/10a　

  乾田直播用肥料のN利用効率を 45～50%で設定

稲窒素吸収量と籾収量の関係の関係  

(栽培品種「まなむすめ」) 

y = -1.5x2 + 33x - 90

R² = 0.710
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http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-
pamph/030716.html (2018年3月31日) 
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［成果情報名］大型破砕機と「フレコンラップ法」による破砕穀実の迅速なサイレージ調製方法 

［要約］破砕速度 7t/h 以上の能力を持つ大型破砕機を用いて破砕した穀実を、内袋無しの

フレキシブルコンテナに投入し、投入口を結束後、牧草用のラッピングマシンを用いてラ

ッピングすることにより、脱気すること無く、迅速に、穀実サイレージが調製できる。 

［キーワード］穀実サイレージ、籾米、トウモロコシ子実、ラッピング、フレコン 

［担当］東北農業研究センター・畜産飼料作研究領域・飼料利用グループ 

［代表連絡先］電話 019-643-3556 

［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］ 

飼料用穀実のサイレージ化は、乾燥コストを削減する技術として有望であり、飼料用米

ではすでに、内袋を挿入したフレキシブルコンテナ（フレコン）に封入する手法が普及し

ている。この手法は、米等の集荷組織等が入荷調整をしながら、屋内のプラント型施設内

で長期間をかけて少量ずつ処理することを想定した手法であるため、施設を持たない畜産

農家が、短期間に大量に入荷する穀実飼料を屋外で迅速に調製する手法としては導入しづ

らい。そこで、畜産農家が所有する作業機を活用して、屋外で迅速にサイレージ化する新

たな調製法を開発する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．フレコンラップ法は、これまでの穀実サイレージ調製で行われてきた「手作業での脱

気密封作業」を機械化することで省力化したものであり、破砕した穀実を内袋無しのフ

レコンに投入し、その投入口を結束したあと、脱気処理することなく、牧草用のラッピ

ングマシンを用いてラッピングフィルムでラッピングする手法である（図 1）。 

２．フレコンラップ法と破砕能力 7t/h 以上の大型破砕機（飼料用米破砕機 U500T、タカ

キタ）を組み合わせることにより、収穫時に大量に入荷される穀実を迅速にサイレージ

調製できる。この体系は「破砕工程」（破砕：必要に応じて加水→フレコンへの詰

込→満杯フレコンの移動→一次集積）と、「ラッピング工程」（フレコンの結束

→フレコンのラッピング→ラッピング済みフレコンの二次集積）の 2 工程からな

る（図 1）。 

３．「破砕工程」の所要人数と作業能率は、1000L フレコン使用時には 4-5 名（機

械作業 3 名）、7-10t/h、500L フレコン使用時には 6 名（機械作業 3 名）、約

7t/h である（表 1）。 

４．上記作業に続いて実施する「ラッピング工程」の所要人数と作業能率は、1000L

フレコン使用時には 3-4 名（機械作業 2 名）、17-20t/h、500L フレコン使用時に

は 3 名（機械作業 2 名）、6-8t/h である（表 1）。 

５．全工程の作業能率は、「破砕工程」が全て終了した後に「ラッピング工程」を

開始した場合、1000L フレコン使用時に、5-6t/h、500L フレコン使用時に 3-4t/h

である（表 1）。 

６．フレコンラップ法を用いて調製した穀実サイレージの発酵品質は、籾米、トウモ

ロコシともに、プロピオン酸、酪酸の少ない乳酸発酵型の良質なものである。また、

開封時のカビの発生は認められず、屋外での長期保存も可能である。 

［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、耕畜連携コントラクター、畜産農家営農集団 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国・100 カ所 

３．その他：子実用トウモロコシ栽培耕種農家からの問い合わせあり 

  ラッピングマシンはフレコンの直径（500L;90cm、1000L;110cm）に対応したものを使

用する。畜産農家が所有する既存機（ラッピングマシン等）を除外し、新規導入作業

機（破砕機等）のみを固定費とした場合の試算では、トウモロコシ子実サイレージ調

製に係る費用は、100 ロ－ル製造した場合で現物 1kg・12 円程度である。 

11



［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

（嶝野英子、魚住順） 

［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：2015～2017 年度 

研究担当者：嶝野英子、魚住順、河本英憲、神園巴美、出口新、内野宙、宮路広武、長谷

川啓哉 

発表論文等：魚住ら(2018)日本草地学会誌、受理 

表２．フレコンラップ法を用いて調製したサイレージの発酵品質 

乳酸 酢酸 プロピオン酸 酪酸

籾米 6ヶ月 31.5 4.5 0.52 0.47 0.01 0.01 2.61 97

トウモロコシ 9ヶ月 32.1 4.1 0.73 0.21 ND
4

ND 2.45 100
1新鮮物
2全窒素に対する揮発性塩基態窒素の割合．5%未満が望ましい．
3サイレージ品質の評価指標．「80」以上を「良」とする．
4NDは未検出であることを示す．

貯蔵期間 V-スコア
3

有機酸含量（％FM
1
） VBN/TN

2

（％FM）
材料 水分
(%) ｐＨ

図１．大型破砕機とフレコンラップ法を用いた迅速サイレージ調製体系 

*一次集積、二次集積共に各工程が終了するまでの一時的なものである。 

 表１．大型破砕機とフレコンラップ法を用いた穀実サイレージ調製の実証試験結果 

加水機

破砕機

最終貯蔵
（屋外）（フレコンラップ化）

破砕穀物
投入

フレコン（内袋無し）
装着 ,(加水)詰込

フレコン移動 結束、ラッピング 二次集積*

フレ
コン

搬送手段：ローダー（グラブ
またはパレットフォーク装着）

ラップフィルムで密封

搬送手段：
フォークリフト

破砕工程 ラッピング工程（フレコンラップ法）

一次集積*

原料
穀物

人数
1

（人）

速度
（t/h）

人数
1

（人）

速度
（t/h）

人数
1

（人）

速度
（t/h）

一戸町 5.8 500 16 380 10.2 6(3) 6.9 3(2) 7.9 －     3.7
3

花巻市 13.1 1000 18 726 8.7 5(3) 7.6 4(2) 19.6 －     5.5
3

花巻市 14.3 1000 19 754 7.6 4(3) 6.9 3(2) 19.1 －     5.1
3

花巻市 5.0 1000 7 715 9.5 7(4)     6.7
**

盛岡市
2 11.3 1000 15 719 11.2 5(3) 10.0 3(2) 16.9 －     6.3

3

雫石町 6.0 500 24 290 7.2 6(3) 7.0 3(2) 5.9 －     3.2
3

雫石町 3.9 500 15 275 10.1 6(3) 6.7 3(2) 8.4 －     3.8
3

1括弧内の数字は機械作業者数．
2東北農研所内．
3すべての収穫物についての破砕工程を終えた後に、ラッピング工程を開始した．

破砕工程 ラッピング工程 調製全工程

（破砕～ラッピング連続作業）

所要人数と作業能率

実証地
材料の
総重量
（ｔ）

フレコン
の容積
（L）

調製後の
ロール数
（個）

破砕機の
破砕速度
(t/h)

ロール
重量
（kg）

－トウモロコシ－

－籾米－
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［成果情報名］無破砕籾米の簡易サイレージ調製技術 

［要約］無破砕籾米をフレコンもしくはカップ型サイロを用いて一晩浸水することで水分を

30%に調整でき、翌日に排水後、フレコンはフレコンラップ法で、カップ型サイロは専用

蓋で密閉することでこれまで不可能であった無破砕籾米サイレージを簡易に調製できる。 

［キーワード］無破砕、籾米サイレージ、フレコンラップ法、カップ型サイロ 

［担当］東北農業研究センター・畜産飼料作研究領域・飼料利用グループ 

［代表連絡先］電話 019-643-3556 

［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］ 

現在普及している籾米サイレージの調製体系はすべて、破砕後に密閉する体系である。

この体系で最初に行う破砕作業は、サイレージ調製時に最も時間を要する工程であるため、

作業の効率化には、能率の高い破砕機の導入が不可欠であるが、高額であるため導入でき

る農家は多くはない。一方、破砕を省略してサイレージ化し、給与時に小型機種で逐次破

砕することができれば、高額な破砕機の導入や、破砕に要する人員を配置することなく、

効率的に収穫時の調製作業が可能となるが、この体系は確立されていない。そこでこの体

系の実用化を阻んできた「無破砕籾を発酵適水分に調整して密閉する技術」を開発する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．フレコンラップ法による調製：無破砕籾米を内袋付きフレキシブルコンテナ（フレコ

ン）に投入後、投入口を結束し、結束部近くに開けた穴から籾米が十分浸るまで水を注

入する。一晩放置後、フレコンの下部（地際）に穴を数か所開けて排水する。2 時間放

置後、脱気することなく牧草用ラッピングマシンを用い、ラッピングフィルムでフレコ

ンをラッピングし、サイレージに調製する（図 1）。ラッピングは牧草ロールと同様の

6 層巻で行う。 

２．カップ型サイロ（容量 1000L、ポリエチレン製（商品名：ごえもんサイロ））による調

製：無破砕籾米をポリエチレン製サイロに投入後、籾米が十分浸るまで水を注入する。

一晩放置後、サイロ下部の栓を開放し残水を排水する。2 時間放置後、サイロをビニー

ル蓋で密閉し、サイレージに調製する。ガスが発生し、ビニール蓋が膨満した際には、

その都度サイロ下部の栓を開放し、ガスを排出する（図 1）。 

３．上記方法で無破砕籾米を浸漬することにより、上記方法のどちらのサイロ内のど

の部位においても水分含量が 30%以上となり、発酵に十分な水分を籾米に加水する

ことができる（表 1）。また、その発酵品質は水分の高かった下部においても pH が 4.2

を下回り、V-スコアが 90 以上の良質なものとなる（表 1）。 

４．上記方法で調製されたサイレージの発酵品質は乳酸菌無添加でも乳酸発酵型のサイレ

ージとなり、V-スコアが 90 以上の良質なものとなる（表 2）。いずれのサイレージにお

いても、開封時に目視によるカビの発生は認められなかった。 

５．農家の庭先で野積み状態の籾米 10ｔを機械作業者 1 名、補助員 2 名で、フレコンラッ

プ法（1000L フレコン）によりサイレージ調製した場合の作業能率は、バケット付きロー

ダーでの籾米の詰め込み工程が 3.8t/h、ラッピング工程が 4.6t/h となり、19 個のフレ

コンラップ（平均重量 665kg）が調製できる。その他の作業時間は注水（注入速度 1300L/h）

に 6 時間、吸水に一晩、排水に 2 時間である。 

［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、畜産農家営農集団 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国・100 カ所 

３．その他：2017 年度フレコンラップ法での無破砕籾米調製実績は 3ha、資材費は、フレ

コンラップ法が 1500 円／個（フレコン、内袋、結束バンド）、ごえもんサイロ（最低

10 年使用可）が 4 万円／基（クラスター事業利用時）。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

（嶝野英子、魚住順） 

 

［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：2015～2017 年度 

図 1. 無破砕籾米サイレージ調製体系の概要 

表２．無破砕籾米サイレージの発酵品質 

表１．フレコンラップ法による無破砕籾米サイレージの部位別発酵品質 

乳酸 酢酸 プロピオン酸 n-酪酸
上部 30.3 4.1 0.35 0.03 ND4 ND 0.22 100
中部 30.3 4.1 0.34 0.04 ND 0.02 0.28 98
下部 33.6 4.1 0.34 0.11 ND 0.12 0.45 91
貯蔵期間は2ヶ月
１新鮮物
２全窒素に対する揮発性塩基態窒素の割合．5%未満が望ましい．
３サイレージ品質の評価指標．「80」以上を「良」とする．
４NDは未検出であることを示す．

水分
(%)

pH 有機酸含量（%FM1） VBN/TN2

(%)
V-スコア3

乳酸 酢酸 プロピオン酸 n-酪酸
フレコンラップ法 添加 30.5 4.1 0.36 0.05 ND4 0.03 0.19 98
フレコンラップ法 無添加 32.6 4.1 0.40 0.13 ND 0.09 0.32 93
カップ型サイロ 無添加 31.9 4.6 0.05 0.14 ND 0.09 0.18 93
貯蔵期間は2ヶ月
1新鮮物
2全窒素に対する揮発性塩基態窒素の割合．5%未満が望ましい．
3サイレージ品質の評価指標．「80」以上を「良」とする．
4NDは未検出であることを示す．

調製体系 V-スコア3乳酸菌
水分
(%)

pH 有機酸含量（%FM1） VBN/TN2

(%)

結束

内袋付き
フレコン

注水（満水）
・吸水1晩

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

穴開け・排水 ラッピング

吸水
1晩

2日目

最終密閉
注水
（満水）

排水

吸水
1晩

栓

栓
密閉

ガス発生
24～48時間

排水＋ガス抜き
（ガス抜きは状況に応じて反復）

膨満

ごえもん
サイロ

1日目 2日目以降

フレコンラップ法 

カップ型サイロ 籾米投入
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研究担当者：嶝野英子、魚住順、河本英憲、神園巴美、出口新、内野宙 

発表論文等：嶝野ら(2018)日本草地学会誌、受理 
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［成果情報名］水稲品種「あきだわら」の多収・良食味栽培マニュアル 

［要約］「あきだわら」多収・良食味栽培マニュアルは、多収と業務・加工適性を両立する

ための生育目標や栽培管理技術と、業務・加工適性評価に関する情報を提供している。 

［キーワード］イネ、栽培マニュアル、栽培管理技術、業務・加工適性 

［担当］次世代作物開発研究センター・稲研究領域・稲栽培生理ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8260 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

食生活の多様化により、外食や中食向けの業務・加工用米の需要は増加傾向にある。近

年、「コシヒカリ」並みの食味をもつ多収水稲品種が育成されている。業務・加工用米を

扱う実需者や生産者からは、安定した良食味・多収生産が可能となる栽培指針策定の要望

が多い。そこで、「コシヒカリ」並みの良食味で多収性をもつ「あきだわら」の反

収 720kg/10a 以上の栽培技術を確立し、その内容を「あきだわら」多収・良食味水

稲栽培マニュアルとして、生産者から実需者まで幅広い利用者に提示する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．作成した「あきだわら」多収・良食味栽培マニュアルでは、次世代作物開発研究セン

ター、中央農業研究センター、西日本農業研究センターの試験場内で実施した栽培試験

のデータにもとづいて、水稲品種「あきだわら」の多収・良食味栽培技術と業務・加工

適性をとりまとめている。また農家圃場（茨城県坂東市）において実証試験を行ってい

る。 

２．マニュアルでは、適切な時期の作付・総窒素施肥量 12kg/10a の多肥・生育診断によ

り決定した穂肥量の施肥・適切な時期の刈り取りにより、720kg/10a 以上の収量達成と

70％以上の整粒歩合確保が可能となる事例を示している(図 1)。 

３．生産者から実需者まで幅広い利用者が理解しやすいよう簡易な図表や写真を多用し、

「栽培暦」では目標収量達成のために必要な情報を簡潔に記載している（図 2）。 

４．業務・加工適性に関しては、玄米・白米の品質特性や炊飯米の物理性等に関する情報

を提供している（図 3）。 

５．本マニュアルは、米卸・加工等食品関連事業者、農業用機械・資材関連事業者、公

設農業試験研究機関、水稲生産者の要望に応じ、冊子版を配布している他、インターネ

ット上でも公開している。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：実需者、生産者、普及指導者。 

２．平成 29 年 7 月 7500 部発行。 

３．その他：本マニュアルは、主に普及指導者を対象に栽培指針として作成したものであ

る。収量や品質は、気象や土壌条件に影響を受けるため、生産現場に適用する場合は地

域の特性に応じた技術の適正化が必要である。 
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［具体的データ］ 

      図 2 「あきだわら」栽培暦（温暖地東部） 

 

（荒井裕見子） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（業務・加工用） 

研究期間：2014～2017 年度 

研究担当者：荒井裕見子、鈴木啓太郎、小林伸哉、荻原均、吉永悟志、古畑昌己、

長田健二、小林英和 

発表論文等：農研機構(2017)「「あきだわら」多収・良食味栽培マニュアル」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/te

図 1 「あきだわら」の精玄米収量と品質 

窒素施肥量は 10a 当たりの値。整粒歩合の調査

はサタケ穀粒判別機  RGQI 20A を使用  

図 3 「あきだわら」の炊飯米の品質特性 

緑色の範囲は「コシヒカリ」等の良質一般主食

用米の品質範囲（平均値は 1.0）  
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ch-pamph/078328.html (2017 年 7 月 7 日) 
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［成果情報名］振動ローラの導入により麦作後の速やかな水稲乾田直播栽培が可能 

［要約］麦作後の水稲乾田直播では、振動ローラによる鎮圧を行うことで漏水が防止され、

安定した栽培が可能になる。漏水防止効果は鎮圧時の土壌水分の影響を受けるが、作業直

前に地表際の土壌を握って固まれば、適正水分であると判断できる。 

［キーワード］振動ローラ、二毛作、土壌水分、漏水防止 

［担当］九州沖縄農業研究センター・水田作研究領域・水田作業体系グループ 

［代表連絡先］電話 096-242-7682 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

水稲乾田直播栽培は、現場喫緊の課題である水稲栽培の省力化を実現する栽培方法であ

るため、二毛作地帯である北部九州においても普及が期待されている。しかし、二毛作で

は、麦類と水稲の作付け切り替え期間が短く、この間に漏水防止策を講じることが難しい

ことが普及を妨げる一因となっている。そこで、大きな鎮圧力を期待できる振動式のロー

ラを活用し、麦作後速やかに乾田直播栽培を実施できる漏水防止技術を開発する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．麦収穫後、水稲を播種したのち振動ローラで鎮圧する作業工程である（図 1、2）。 

２．振動ローラは、振動により土壌へのインパクトを高めるもので、比較的小さなトラク

タに装着・使用できる。また、本研究で使用した振動ローラは、出力 20～40PS のトラ

クタで利用でき、3 点リンク直装式であるため圃場内の旋回や圃場間移動での機動性に

優れる。 

３．鎮圧により十分な漏水防止効果を得るためには、土中の粗大な間隙の変形が必要であ

り、土壌が塑性限界程度に濡れていることが重要である。ほ場では、適正水分かを表

層の土を握って土が固まるか否かで判断できる（図 3）。前起こしをしない一工程播種

との組み作業にすると（図 2）、適正な水分条件に整いやすい。 

４．水稲作直前の水田耕盤の透水性から漏水程度大と予見されたほ場でも、この適正水分

での鎮圧工程の実施により減水深を適正値である 20mm/日以下に抑えられる（表１）。

また、鎮圧実施ほ場の水稲収量は慣行の移植ほ場に比べてそん色ない。 

５．鎮圧作業にかかる時間は 10a 当たり 30～40 分程度である（実測をもとに計算）。一

工程播種との組み合わせにより、より短時間で麦作から水稲作への切り替えが可能で

あり、移植（2015 年産統計値：九州、水稲作付平均 111.7a）に比べて総労働時間を５

割削減できる。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：米麦二毛作をおこなう生産者。特に、経営耕地面積 15～20ha で稲麦大豆 2

年 4 作体系を採用し、播種作業にオペレータ 2 名を確保可能な経営体において有効と考

えられる。 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：冬作後の水稲作を行う地域、100ha。 

３．その他：本技術の詳細は、「水稲乾田直播を核としたアップカットロータリの汎用利

用による稲・麦・大豆輪作技術マニュアル」（https://www.naro.affrc.go.jp/publici

ty_report/publication/files/c66cbc61d4cbeccdfae83e09b0c8d46e.pdf）の中で公表し

ている。従来の麦播種機や部分浅耕（福岡県開発）との組み合わせも実施可能である。 

４．本技術により乾田直播栽培が可能なことは、筑後平野に広がる灰色低地土の軽埴土、

埴壌土および壌土で確認している。 

５．川辺農研産業（株）製の振動ローラ（SV2-T、重さ 280kg、60 万円程度）を用いた結

果である。 

19



６．振動ローラによる鎮圧は、畦畔から横への漏水を防止するものではない。横漏れが激

しい水田では移植栽培と同様に畦塗りをする、縁辺をタイヤで踏圧する等の防止対策が

必要である。また、鎮圧は、漏水問題のないほ場でも出芽の安定化やその後の作業安定

性の効果が期待できる。この場合、作業時水分にはこだわらない。 

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

（中野恵子、深見公一郎） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（25 補正「革新的緊急展開」） 

研究期間：2011～2017 年度 

実施年 土性 圃場面積
圃場の
漏水性*

鎮圧時の
土壌水分**

鎮圧・入水後
の減水深

栽培品種 収量***
（参考）

周辺移植圃場
収量****

(a) (mm/日） （kg/10a） （kg/10a）

2014年 壌土 35 甚大 適正 14 たちはるか 585
壌土 37 大 適正 20 たちはるか 572

2015年
壌土 47 大 適正 13 たちはるか 643

埴壌土 30 適正 15 ヒノヒカリ 542 492
軽埴土 55 やや乾燥 27 ヒヨクモチ 600 473

2014年：速度1.8km/h・1回鎮圧、2015年：速度3km/h・1回鎮圧。1回鎮圧で効果のある速度は上限3km/hまで確認。
*麦収穫時の耕盤の透水性（作土を除き耕盤に直径12cmの円筒を打ち込んでインテークレートを2カ所測定した平
均。大：100mm/日以上、甚大：1000mm/日以上）
**図3による確認
***坪刈り収量，2015年ヒヨクモチのみ生産者からの聞き取り収量
****乾田直播実施圃場のあるJAみなみ筑後管内2圃場の坪刈り収量平均
***,****ヒノヒカリ、ヒヨクモチについては福岡県筑後農林事務所南筑後普及指導センター調査データ

図１ 二毛作水田

での乾田直播栽培

作業工程と日程例 

図 2 振動ローラによる鎮圧の様子 

耕うん
・

播種

鎮圧
除草剤
散布

入水麦収穫

2014年 6/1（小麦） 6/4 6/4 6/4, 6/24 7/1

2015年 5/21（大麦） 5/25 5/26 5/26, 6/10 6/17

湛水

排水対策

畑状態

水稲作（夏作）麦作（冬作）

作業日程例

作業工程

図 3 鎮圧作業適正水分の確認（作土の中でも乾
きやすい表面 5 cm 程度を握る）*乾きすぎの時は降
雨等、湿りすぎの時は乾燥により、適正水分になってか
ら鎮圧する。出芽後に鎮圧した例もある。 
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研究担当者：中野恵子、深見公一郎、大段秀記、土屋史紀、岡崎泰裕、小荒井晃、田中

良、住吉正 

発表論文等： 

1)中野、深見(2017)土壌の物理性、136:27-35 

2)Fukami K.et al. (2017) Soil and Tillage Research. 166:138-146 
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［成果情報名］関東地域のトウモロコシ二期作の新たな適地判定指標策定と栽培適地拡大状況 

［要約］関東地域のサイレージ用トウモロコシの二期作栽培において 1 作目・2 作目ともに

全植物体乾物率が 30％以上となる新たな適地判定指標を策定するとともに、トウモロコ

シ二期作の現在の栽培適地拡大状況、並びに今後の拡大予測を行っている。 

［キーワード］トウモロコシ、二期作栽培、有効積算温度、気候変動、温暖化 

［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 0287-37-7224 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

トウモロコシ（Zea mays L.）の二期作栽培は高栄養のサイレージ用トウモロコシを 1

年に 2 回栽培する作付体系であり、水田転換畑における単位面積当たりの栄養収量を向上

させる作付体系として有効である。温暖化等の影響により、現在、関東地域では千葉県に

おいて二期作栽培が増加（約 20ha）しているほか、茨城県等においても二期作栽培が試

みられるようになってきている。既往成果（2015 年度普及成果情報 http://www.naro.aff

rc.go.jp/project/results/laboratory/nilgs/2015/15_019.html）では、関東中部（栃木

県南部）を北限として二期作栽培が可能であることを明らかにしているが、その研究で

は、収穫時（黄熟期）の全植物体乾物率 25％以上を期待できる地域を栽培適地と判定し

ており、安定して高品質のサイレージを生産するためには、全植物体乾物率 30％以上と

なる適地判定指標の策定が必要である。そこで、本研究では、関東地域のトウモロコシ二

期作において 1 作目・2 作目ともに全植物体乾物率 30％以上となる栽培適地判定指標を策

定するとともに、温暖化の下での栽培適地の拡大状況、並びに今後の拡大予測を行う。さ

らに、こうした気候変動に対応した飼料生産技術としての二期作栽培技術を解説する技術

リポートを公表する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．トウモロコシ二期作において 1 作目・2 作目ともに安定して高品質のサイレージ調製

を行うための目安である全植物体乾物率 30％が期待できる栽培適地の判定指標は、関東

中部（1 作目：極早生品種）が 10℃基準有効積算温度 2,530℃、関東南部（1 作目：極早

生～早生品種）が同積算温度 2,590℃である（表 1）。 

２．関東地域の中部以南においてトウモロコシ二期作を行うことで、慣行二毛作（トウモ

ロコシ－イタリアンライグラス（Lolium multiflorum Lam.））に比較し、10a 当たりの

年間合計乾物収量は 10～24％、年間合計 TDN 収量は 15～30％向上する（図 1）。 

３．1980 年代から現在（2000 年代データ）の関東地域における二期作栽培の 3 次メッシ

ュ（1km×1km）適地判定図の変化をみると、従来の適地判定指標（乾物率 25％以上）

である同積算温度 2,300℃以上の 3 次メッシュは関東南部の沿岸部から関東中部にかけ

て増加し、そのメッシュ数割合は 0.2％から 11.1％に増加している（図 2）。しかし、

乾物率 30％以上となる同積算温度 2,530℃以上の 3 次メッシュはごくわずかであり、そ

のメッシュ数割合は現在でも 0.3％にとどまる（図 2）。 

４．関東地域の平均気温が 2040 年（2031～2050 年平均）までに 1981～2010 年平均から

1.3℃上昇すると予測する条件（気候モデル MRI-CGCM3、排出シナリオ RCP4.5）の下

で、今後の二期作栽培適地の拡大を予測すると、2040 年頃までに同積算温度 2,300℃以

上の栽培適地が関東中部まで拡大し、同積算温度 2,530℃以上の栽培適地も関東南部で

増加することが予測される（図 3）。 

５．農研機構畜産研究部門技術リポート 18 号において、以上のようなトウモロコシ

二期作の技術的ポイントや栽培適地の拡大状況のほか、トウモロコシ二期作の経済性に

ついても解説している。 
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［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：自給飼料増産を希望する畜産農家、コントラクター等、および自給飼料増

産に関わる試験研究機関担当者および普及担当者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：関東等の温暖地に 1,000ha。特に近年、

二期作が増加している千葉県、茨城県等における二期作の栽培指針として活用可能。 

３．その他：トウモロコシの栽培法は従来の栽培指針に従う。冷涼年には、2 作目が登熟

不良となり、黄熟期に到達しない場合があるため、収穫前に霜に当て水分を低下させる

ことや、サイレージ調製時にビートパルプ等を添加するなどの水分調整が必要となる。

また、本研究では主に、関東から九州北部の二期作で用いられているトウモロコシ品種

を供試しており、本研究で得られた適地判定指標は、関東以西の地域においても適用可

能と考えられる。中標高地等の栽培限界地帯では関東中部の適地判定指標が、低標高地

では関東南部の適地判定指標が活用可能と考えられる。 

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１  関東地域におけるトウモロコシ二期作に適した品種とその栽培条件 

地域 １作目 ２作目 新たな適地判定指標

関東中部

試験地：栃木県

極早生品種（相対熟度（RM）95～
100）を4月上旬～7月下旬に栽培。
乾物率25％の場合は有効積算温度
1,000℃、乾物率30％の場合は有効
積算温度1,070℃が必要。

サイレージ発酵品質を重視する場合
はRM 120前後の中生品種、収量を重
視する場合はRM130前後の晩生品種
を選定し、8月上旬～11月中旬に栽
培。
乾物率25％の場合は有効積算温度
1,200℃、乾物率30％の場合は有効
積算温度1,360℃が必要。(1作目収
穫後、早期に2作目を播種すること
で、有効積算温度を確保することが
必要。)

1,070℃（1作目）＋1,360℃
（2作目）＋100℃（作付け切り
換え時）＝2,530℃

関東南部

試験地：神奈川県

極早生～早生品種（RM100～110）を
4月上旬～7月下旬に栽培。
乾物率30％となるには有効積算温度
1,290℃が必要。

RM120前後の中生品種～RM130前後の
晩生品種を8月上旬～11月下旬・12
月上旬に栽培。
乾物率30％となるには有効積算温度
1,200℃が必要。

1,290℃（1作目）＋1,200℃
（2作目）＋100℃（作付け切り
換え時）＝2,590℃

＊有効積算温度は10℃基準。

図１  関東南部および中部における慣行二毛作とトウモロコシ二期作の乾物収量 

および TDN 収量の比較 

 関東南部（神奈川県海老名市）、中部（栃木県栃木市）とも 3 か年の試験の平均。
収穫草の乾物率（3 か年平均）は、関東南部では 1 作目 30.4％、2 作目 28.7％、関

東中部では 1 作目 28.2％、2 作目 24.1％。関東中部は二期作栽培限界地帯での試験
のため、乾物率が低い。 
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（菅野勉） 

 

［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（農食事業） 

研究期間：2009～2017 年度 

研究担当者：菅野勉、佐々木寛幸、森田聡一郎、赤松佑紀、黒川俊二、西村和志、加藤直

樹、西森基貴、佐藤節郎、折原健太郎（神奈川県畜技セ）、九石寛之（栃木県畜酪

研）、増山秀人（栃木県畜酪研）、島田研（栃木県下都賀農振事務所） 

発表論文等： 

1)農研機構(2017)「気候変動に対応したサイレージ用トウモロコシの二期作栽培技

術＜関東地域版＞」http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_la

ter/laboratory/nilgs-neo/tec_report/078189.html(2017 年 11 月 15 日) 

2)菅野ら(2017)日草誌、63(2):81-88 

1980年代 現在

図２  1980 年代から現在（2000 年代データ） 
にかけてのトウモロコシ二期作栽培 
適地の変化 

農研機構農業環境変動研究センターが公表する 
データベースを基に 4 月～12 月の 10℃基準有効 
積算温度を 3 次メッシュごと計算。 

凡例は図 2 に同じ。予測データは
気候モデル MRI-CGCM3、排出シナ
リオ RCP4.5 の組み合わせによる
2031～2050 年の 20 年間の予測値
の平均。 

適地区分 凡例 10℃基準有効積算温度

　非農耕地 ■

　栽培不適地 ■   2,200℃未満

  栽培限界地 ■   2,200～2,300℃

■   2,300～2,530℃

■   2,530～2,590℃

■   2,590℃以上

  栽培適地

図３  2040 年までのトウモロコシ   

   二期作栽培適地の変化予測 
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［成果情報名］雇用型農業法人における労務管理の改善を図る分析ツール 

［要約］農業法人における従業員の労務管理の改善を図るための分析ツールである。調査票

を用いて農業法人従業員の職務満足度を計測することで、個々の農業経営に即した優先的

に改善すべき労務管理施策が明示できる。 

［キーワード］雇用型農業法人、労務管理、人材定着、離職率、職務満足度 

［担当］中央農業研究センター・農業経営研究領域・組織管理グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8874 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

農業経営の規模拡大が進み、家族以外を従業員として雇用する雇用型農業法人が増加

している。農業法人の経営発展には、経営幹部、農場長クラスの育成が不可欠となってい

るものの、従業員が早期に離職に至るケースが多く、人材育成が図られていない。そのた

め、農業法人においては従業員の離職率の低減につながる労務管理施策の策定が課題と

なっている。そこで農業法人の従業員の職務満足度を数値化し、優先的な労務管理施策が

明示できる分析ツールを作成する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．労務管理の改善を図る職務満足度分析は、動機づけ・衛生理論に基づき、農業法人に

おける人材定着の課題を視覚化する手法である。分析ツールは、Microsoft 社のエクセ

ルを利用したシートになっている。 

２．職務満足の計測と改善は、図 1 の手順で行われる。従業員に調査したデータを入力し、

分析ツールを用いて表示された結果を検討することにより、PDCA サイクルに沿った労務

管理の改善を行うことができる。 

３．分析の際は、農業法人従業員向けに既往研究と実態調査から設定した質問項目の調査

票を用い、職務の満足・不満足を計測する。使用する調査票は分析ツールの中に含まれ

ており（図 2）、農業法人の経営状況に合わせてカスタマイズすることが可能である。 

４．分析ツールを用いて、調査票のデータを入力・実行することで、経営改善のポイント

を視覚化した結果が表示できる。図 2 右下の赤枠の象限は、職務満足度との相関（重要

度）は高いものの従業員の満足度が低い項目が位置し、優先的に改善すべき領域である。 

５．職務満足度分析を実施した事例経営では、従業員とのコミュニケーションを図り実態

把握をするとともに、この分析結果を確認しつつ、労務管理施策を改善するための優先

的な課題などに対応した。一般的に従業員の新規大量採用は、離職の増加を招くが、離

職率低減につなげている（図 3）。 

６．離職率低減に結びつく労務管理施策を確認するため、全国の農業法人(774 社）に対し

てアンケート調査を実施し、離職率と労務管理施策の関係を分析した。その結果、離職

率低減に効果がある項目は「毎日のミーティングの実施（図 2 の略称「指示徹底」と呼

応）」、「資格取得支援（「能力向上」）」、「部門分担性の導入（「自己裁量」）」

等であり、従業員の定着率を向上させる「重要度」と関連性が確認できる（図 4）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：農業法人支援に取り組む普及指導機関や自治体、民間団体 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国及び都道府県の農業会議、農業改良

普及センター、社労士ネットワーク等の支援機関。 

３．その他：職務満足度分析ツール及び分析ツール操作法と農業法人における人材定着施

策に関するアンケート分析結果は、「農業法人における人材定着施策と改善ツール」パ

ンフレットとして https://fmrp.dc.affrc.go.jp/でダウンロードできる。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営改善のポイントの視覚化

給料額
給料比較

同僚比較

保険制度

賃金体系

福利厚生

身勝手

雰囲気

指示徹底

疲労蓄積

衣服汚れ

勤務時間

休日休暇

作業安全
方針徹底

協調性

意見反映

幹部疎通

責任分担

段取り

複数指揮

家族的

キャリアパス

経営参画
昇進機会

昇進公平性

承認

権限付与
能力向上

多様な仕事

やりがい

達成評価

負担感

自己裁量

使命感

はりあい

能力発揮

おもしろさ

自然ふれあい

長期就社

生活満足

20

30

40

50

60

70

80

20 30 40 50 60 70 80

不満要因
動機付け要因

↑満足度

→重要度

Ⅱ象限 Ⅰ象限

Ⅲ象限 Ⅳ象限

【現状維持に努める領域】

【注意を払っておくべき領域】
【優先的に改善すべき領域】

【優位性のある領域】

図 1 職務満足度分析の手順 

Check Plan 　 Do
Act

(10分程度) 　　　　（職務満足度分析ツールを利用） 　　（パンフレットの解説を参照）

⑦⑥⑤① ② ④

質
問
項
目
を

従
業
員
回
答

デ
ー
タ
入
力

職
務
満
足
度

の
分
析

満
足
度
グ
ラ

フ
化
・
改
善

順
位
視
覚
化

結
果
の
検
討

改
善
策
の
計

画 計
画
に
従
い

改
善
策
実
施

③

図 2 分析ツールによる優先的な労務管理施策の視覚化（イメージ図） 

職務満足度分析－質問項目作成

1. 項目の編集 ※項目変更の必要がない場合は、2.へ
　　不満要因、動機付け要因それぞれ、必要に応じて質問項目を編集してください。(総合的な満足度は変更できません)
　　分野………追加したい質問の分野名を分野リストボックスに入力し、「追加」ボタンを押すと、質問項目欄が追加されます。
　　略称………直接各セルに入力してください。最終的に出力されるグラフのラベルに使用されますので、重複がないよう入力してください。
　　評価基準…1～5の回答のうち、5を最も評価が高いとする質問は"○"を、1を最も評価が高いとする質問は"×"を選択してください。

2. アンケート結果表およびアンケート調査票の作成
　　質問項目一覧を完成させたら、アンケート結果の入力、アンケート調査票の編集を行ってください。
　　下方の「アンケート結果表作成」「アンケート調査票作成」ボタンを押すと、各々、ベースとなるシートが自動生成されます。

要因：
分野：

分野名変更：

黄色部分削除：

No. 分野 略称
(※)

評価基準
(※)

質問項目

0 ○ 総合的に見て、現在あなたの職務に感じる満足度はどの程度ですか

1-1 経済的報酬 給料額 ○ 現在あなたの給料額に満足していますか
1-2 経済的報酬 給料比較 × あなたの給料の額は地域にある他社の給料と比較して低いと思いますか
1-3 経済的報酬 同僚比較 ○ あなたの給料の額は同僚と比べて公平であると思いますか

総合的な満足度
不満要因

不満要因
対人関係 追加

削除削除

変更変更
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（澤田守、澤野久美、金岡正樹） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（科研費） 

研究期間：2010～2017 年度 

研究担当者：澤田守、澤野久美、松本浩一、金岡正樹 

発表論文等： 

1)澤田ら(2018)「農業法人における人材定着施策と改善ツール」 

https://fmrp.dc.affrc.go.jp/ (2018 年夏公開予定) 
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図 3 事例経営における離職率の改善 

資料：経営調査結果（2006～17 年実施）  
注 :離職率の推計は、役員と臨時雇(約 80 名)を除く従業員を対象に、職務満足度分析を実施した

2012 年の前後で、2006～12 年の 6 年間、2012～17 年の 5 年間で、期首離職者／期末在籍者数

で算出。2017 年時点の離職率＝（2012 年時点の離職者数＋2006～12 年在籍者数）／2017 年在

籍者数としている。  

図 4 施策の実施別にみた離職率の違い 

資料：アンケート調査（2016 年実施）  
注 :1) 離職率は 3 年間の離職人数／採用人数×100 で算出している。  
   2) Mann-Whitney の U 検定により、*は 10％、**は 5％、***は 1％未満で有意。 
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2)金岡(2010)農林業問題研究、46(1):69-74 
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［成果情報名］野良イモ防除と環境負荷低減を両立する最適な土壌凍結深 

［要約］雪割りによる土壌凍結深の制御技術において、凍結する深さを 30cm 前後に制御す

ると、バレイショの越冬を防ぎつつ、畑からの温室効果ガスの放出や肥料成分の流出も抑

えられる。 

［キーワード］土壌凍結深制御、雪割り、融雪水浸透、硝酸態窒素、一酸化二窒素（N 2O） 

［担当］北海道農業研究センター・生産環境研究領域・寒地気候変動グループ 

［代表連絡先］電話 011-857-9212 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

収穫漏れしたバレイショが越冬し雑草化する「野良イモ」が問題化したことに対応すべ

く畑を縞状に除雪する「雪割り」による土壌凍結深制御手法が開発され、道東地方で広く

普及している。一方で、土壌凍結を深くし過ぎると、融雪水が土中に浸透し難くなること

で、1）硝酸態窒素の作土からの溶脱が抑制されるが、2）融凍が遅れ春先の農作業の開始

が遅れたり、3）土からの温室効果ガス（N 2 O）排出が春先に増大するなど、雪割りによる

土壌凍結深の制御が生産性や環境に及ぼす影響が懸念される。そこで、野良イモ発生を十

分抑えられる範囲で土壌凍結深をできるだけ浅く制御することで環境負荷を抑え生産性を

高められるよう、北海道農業研究センターにおける十勝地方での火山灰土壌の畑で蓄積し

たデータを用いて土壌凍結深の制御目標値を決定する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．野良イモの発生は、年最大凍結深 28cm 以上でほぼ抑制できる（図 1a） 

２．土壌凍結深の増加に伴う融雪水の浸透量の割合の減少曲線（図 1b）と、春先に硝酸

態窒素が残存する割合の増加曲線（図 1c）が土壌凍結深約 33cm で交差することから

（図 2）、凍結深を 33cm に制御することで春の農作業の遅れや地下水の硝酸汚染のリ

スクを低減し、かつ地力の増加効果が期待できる。 

３．以上から野良イモ防除に効果的な農業生産性を高めつつ環境負荷を小さく抑える土壌

凍結深は、約 30cm（28cm～33cm）となる（図 2）。土壌凍結深をこの範囲内に制御する

ことにより、野良イモの発生が防止され、硝酸態窒素の流出低減による水質汚染の低減

効果と地力維持が期待できると共に、凍結深がこれ以上深くなることにより融雪水の浸

透が抑制されることで生じる春作業の遅れの防止、および土からの温室効果ガス排出抑

制を図ることができる。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：生産者、JA、コントラクター、普及組織 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：北海道十勝地方、オホーツク地方。すで

に十勝地方で実装済みである野良イモ対策の土壌凍結深制御の WEB システムの活用で本

技術は実現できる（2012 年度普及成果情報 http://www.naro.affrc.go.jp/project/res

ults/laboratory/harc/2012/210a3_01_44.html）。 

３．現在、十勝地方とオホーツク地方での雪割り推定実施面積は約 5000ha である。ま

た、農食事業 29017C において土壌凍結深制御の情報システムはオホーツク地方でも拡

張の計画であり、野良イモ対策以外でも土壌の理化学性改善としても活用が予定されて

いる。したがって、本成果の適用可能な普及面積はさらに数千 ha 程度は見込まれる。 

４．透水性の低い圃場では土壌凍結深が 33cm では融雪水が浸透しにくくなる可能性があ

る。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  （柳井洋介、岩田幸良、廣田知良） 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（科研費） 

研究期間：2005～2017 年度 

研究担当者：柳井洋介、岩田幸良、廣田知良 

発表論文等：Yanai Y. et al. (2017) Scientific Reports 7:44860, 

DOI:10.1038/srep44860 
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図 2 野良イモ発生を抑えつつ融

雪水の浸透を妨げずかつ硝酸態窒

素を作土に残す土壌凍結深の探索  
数値は図 1 の各推定式に基づいて

計算した値  
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図 1 年最大土壌凍結深と(a)野良イモ 

発生割合、(b)融雪水浸透割合、(c)硝酸 

態窒素の残留割合の関係 

プロットは実測値を、曲線は真の値の推

定値を 95%予測区間とともに示す 

雪処理ありは除雪や圧雪で凍結を促進し

た区、雪処理なしは対照区（自然積雪区） 

土壌凍結深
（cm）

野良イモ発生率
（％）

融雪水浸透率
（％）

硝酸態窒素残存率
（％）

0 76 99 11

1 65 98 11

2 57 98 12

3 49 98 12

4 42 98 13

5 37 97 13

6 32 97 14

7 28 96 14

8 24 96 15

9 21 95 15

10 18 94 16

11 16 93 17

12 13 92 17

13 12 91 18

14 10 90 19

15 9 89 19

16 8 87 20

17 7 85 21
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20 4 79 23

21 4 76 24

22 3 74 25

23 3 71 26

24 2 67 27

25 2 64 28

26 2 60 29
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28 1 53 31

29 1 49 32

30 1 46 34

31 1 42 35

32 1 39 36

33 1 35 38

34 1 32 39

35 0 29 40

36 0 26 42
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38 0 20 45

39 0 18 47

40 0 16 49
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［成果情報名］業務・加工利用向け水稲品種「やまだわら」多収栽培マニュアル 

［要約］業務・加工利用に適した水稲品種「やまだわら」の多収栽培についてわかりやすく

解説したマニュアルである。栽培技術に加えて、炊飯米の用途別適性などについても解説

しており、業務・加工用米の導入を検討している生産者や実需者が幅広く活用できる。 

［キーワード］イネ、マニュアル、栽培技術、業務・加工用、多収 

［担当］西日本農業研究センター・水田作研究領域・栽培管理グループ 

［代表連絡先］電話 084-923-4100 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

近年、「食の外部化」の進行にともなう中食・外食での米消費の拡大に応じて、これら

事業者向けの米（業務・加工用米）の需要が増加している。しかし、その需要に生産が追

いついておらず、業務・加工用米の生産拡大が求められている。業務・加工用米において

は、一定の品質を維持したうえで低価格であることが必要であり、これらを両立した品種

および栽培技術の確立が急務となっている。 

そこで、生産コスト低減に効果の高い多収性を有するとともに、主食用品種「日本晴」

並の米飯食味を有する「やまだわら」について、整粒歩合 60%（玄米等級 2 等）・精玄米

重 720kg/10a 以上を実現する多収栽培技術を確立し、その内容を「業務・加工利用向け水

稲品種「やまだわら」多収栽培マニュアル」として生産者等にわかりやすく提示する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．本マニュアル（図 1）は、西日本農業研究センター、次世代作物開発研究センター、

九州沖縄農業研究センターの試験場内および現地で実施した栽培試験などのデータにも

とづいて、業務・加工利用向け水稲品種「やまだわら」の多収栽培技術や生育の特徴を

とりまとめるとともに、生産された米の特性について解説したものである。 

２．栽培技術としては、「やまだわら」の能力を発揮させるための適切な施肥体系や栽植

密度などを掲載している。「やまだわら」の多収栽培においては、総窒素施肥量を

12kg/10a 程度とし、穂肥を一般主食用品種よりも早めの出穂 25 日前を目安に施用する

こと、減収や千粒重低下を避けるため、栽植密度を 15 株/m2（50 株/坪）以上とするこ

となどが重要となる。これらの技術を用いることにより、一般主食用品種よりも

120kg/10a 以上高い精玄米重を整粒歩合 60%以上の外観品質で達成でき（図 2）、岡山

県瀬戸内市で 2017 年に実施した現地試験では、全刈り収量 730kg/10a（整粒歩合

60.4%、サタケ穀粒判別器 RGQI10B で測定）が得られている（圃場面積 30a）。 

３．「やまだわら」は、穂肥前は葉色が淡い（図 3）が収量には問題とならない、登熟期

間が一般主食用品種よりも 10 日ほど長いなどの特徴を有しており、適切な栽培管理の

ためには、これらの特徴を把握しておくことが重要となる。 

４．米の特性に関しては、玄米や白米の品質・成分データに加えて、炊飯米の物性測定結

果にもとづく用途別適性（図 4）などを掲載しており、生産者や普及指導機関だけでな

く、流通・卸売業者や中食・外食事業者も本マニュアルを活用できる。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：業務・加工用米の導入に関心のある生産者、普及指導機関、流通・卸売業

者、中食・外食事業者。 

２．普及予定地域・普及予定面積等：関東・北陸以西の温暖地・暖地、平成 30 年度の普

及予定面積約 300ha、マニュアル発行部数 3,000 部。 

３．その他：マニュアル冊子体はＪＡ全農、普及センター等に配布。また、マニュアルは

農研機構のホームページから入手できる。 
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４．「やまだわら」はトリケトン系 4-HPPD 阻害型除草成分（ベンゾビシクロン、テフリ

ルトリオン、メソトリオン）に対する感受性が強いため、これらの成分を含む除草剤は

使用できない。 

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 「業務・加工利用向け

水稲品種「やまだわら」多収

栽培マニュアル」表紙 

図 2 本技術を用いた「やまだわら」の 

収量と外観品質（西日本農研での試験、 

2014-16 年の平均値） 

図 3 「やまだわら」の葉色の特徴（西日本農研での試験、2016 年実施） 
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（小林英和、長田健二） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（業務・加工用） 

研究期間：2014～2017 年度 

研究担当者：小林英和、長田健二、荒井裕見子、鈴木啓太郎、小林伸哉、荻原均、田村克

徳、竹内善信 

発表論文等： 

1)小林、長田(2018)日作紀、87(1):67-75 

2)小林、長田(2018)農研機構報告西日本農研、18:1-11 

3)長田ら(2018)農研機構報告西日本農研、18:75-86 

4)長田ら(2018)農研機構報告西日本農研、18:87-94 

5)農研機構(2018)「業務・加工利用向け水稲品種「やまだわら」多収栽培マニュアル」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-

pamph/079276.html (2018 年 1 月 15 日) 

  

図 4 テンシプレッサーによる物性測定結果にもとづく用途別適性の評価 

（黄色の範囲がその用途における最良値） 
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［成果情報名］新たな多層断熱資材「ナノファイバー断熱資材」利用マニュアル 

［要約］多層断熱資材の中綿にナノファイバーを使用した断熱資材の利用マニュアルであ

る。ナノファイバー断熱資材は従来の多層断熱資材と比べて断熱性能は同等であるが、軽

量・薄型化され取扱性が改善し、施設園芸における冷・暖房負荷の軽減効果がある。 

［キーワード］保温被覆、施設園芸、省エネルギー、夜間冷房 

［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 084-923-5389 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

施設園芸では、冬季における暖房燃料使用量の削減（省エネルギー対策）と夏季の生育

障害を抑制し（暑熱対策）減収を抑えることが重要な課題である。省エネルギー対策とし

ては、温室（ハウス）の保温性能向上により暖房負荷を抑制することが基本であり、高い

断熱性能を有する多層断熱資材の利用は有効な技術として注目されている（2012 年度普

及成果情報 http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/warc/2012/141c

0_01_16.html）。また、多層断熱資材は遮熱資材としても機能し、夏季における冷房負荷

の軽減にも有効と考えられる。しかし、多層断熱資材は従来利用されている保温資材より

重く、扱いにくいなどの欠点がある。そこで、同じ目付（単位面積当たりの重さ）であっ

ても高い断熱性が期待されるナノファイバーを導入して新たな多層断熱資材を開発すると

ともに、その利用法を提示する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．新たに開発したナノファイバー断熱資材は、多層断熱資材の中綿にナノファイバーを

導入した被覆資材である（図 1）。開発したナノファイバー製造装置によりナノファイ

バーシートを製造し、同シートを表地（不織布）で挟みキルティング加工する。 

２．ナノファイバー断熱資材の熱貫流係数（断熱性能）は、一般に使用されている保温用

被覆資材の約 1/3 であり、現行の多層断熱資材と同等であるが、現行の多層断熱資材と

比較して重さは約 80％、厚さは約 40％にまで軽量・薄型化され、低価格である（図

1、表 1）。 

３．ナノファイバー断熱資材を設置した温室における暖房時のエネルギー消費量は、慣行

の保温資材（農業用ポリオレフィン系特殊フィルム（農 PO、0.075mm 厚）を設置した温

室と比べて 35～51％減少し、暖房負荷軽減効果が高い（図 2）。一方、夏季のヒートポ

ンプによる夜間冷房時のエネルギー消費量は暖房時の場合に比べ軽減効果は小さいもの

の、消費電力量は約 10%の削減効果が期待できる。 

４．夜間冷房によりトマトおよびガーベラの品質および可販収量は、それぞれ向上する効

果が見られる。冷・暖房コストの削減と可販収量の向上により、例えばガーベラでは最

大で 30％の増益効果が期待される（表 2）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：施設園芸生産者、ハウスビルダー・資材販売業者等 

２．普及予定地域・普及予定面積等：普及対象は全国。ナノファイバー断熱資材は、5 年

後に 10ha、10 年後に 40ha の普及を見込んでいる。 

３．その他：ナノファイバー断熱資材の設置において、一般的な被覆資材の留め具、開閉

装置を用いて温室に設置できる。ナノファイバー断熱資材については、2018 年度中に

市販化の見込みである。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（川嶋浩樹） 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（農食事業） 

研究期間：2015～2017 年度 

研究担当者：川嶋浩樹、杉田博志（ナノマトリックス）、塚原昌暁（ナノマトリック

ス）、堀昌司（ナノマトリックス）、井野晴洋（京都工繊大）、與那覇耕伸（東京イン

キ）、河野彰良（東京インキ）、今原淳吾（静岡農研）、梅田さつき（静岡農研）、前

島慎一郎（静岡農研）、外岡慎（静岡農研） 

発表論文等：農食事業 27013C コンソーシアム(2018)「ナノファイバー断熱資材活用マニ

ュアル」http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet

/tech-pamph/079866.html (2018 年 1 月 31 日) 

目付 厚さ 繊維径 販売価格

（g/m
2
） (mm) (nm) （円/m

2
）

現行 280 3.05 約40,000 1400～1600

ナノファイバー 220 1.25 約700 1000～1200
(79) (41)

多層断熱資材

項目 金額（千円）

夜間冷房による可販収量増 866

冷房費削減効果 8

暖房費削減効果 424

資材導入費 -265

増収による出荷経費増加分 -175

資材導入による収益増加分 858

0

1

2

3

4

5

6

7

8
一般的な被覆資材

多層断熱資材

現行 ナノファイバーＡ Ｂ Ｃ

図 2 ナノファイバー断熱資材が温室

の暖房負荷に及ぼす影響 
丸屋根温室（外張りは農 PO・0.15mm）、軒

高 2.6ｍ、間口 5.2ｍ×長さ 8.1ｍ、暖房時

において（12 月～2 月）、慣行（内張りは

農 PO・0.075mm）との比較。 

表 2 ナノファイバー断熱資材の利用によ

るガーベラにおける所得向上効果 

図 1 保温資材の熱貫流係数の比較と多層断熱資材の断面の比較 

A：ガラス、B:農 PO、C:アルミ入り割布 

燃油価格を 70 円

/L、ナノファイバー

断熱資材の単価を

1,000 円/㎡（耐用

年数 5 年）と仮定

し、静岡県磐田市に

おいて夜間暖房設定

温度（12 月～3 月）

を 18℃、暑熱期（7

月～9 月）の夜間冷

房設定温度を 20℃

に設定して試算。 

導入後利益（対導入前比）137% 

表 1 ナノファイバー断熱資材と現行品の比較 

*：多層断熱資材は実勢価格、ナノファイバー断熱資材は想定価格 

 目付：単位面積当たりの重さ 

熱
貫

流
係

数
（

W
/
㎡

/
℃

）
 

↑現行 ↑ナノファイバー 
（現行より薄い） 

項目 金額（千円）

導入前収益 2,340

資材導入による収益 3,198

導入前後の差額 858
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［成果情報名］有機農業実践現場の研究事例に基づく安定栽培マニュアル 

［要約］有機農業に取り組む生産者等が活用できる、麦作適期除草技術を導入した暖地水田

二毛作体系、生物的土壌消毒を導入したホウレンソウ施設栽培体系、不織布浮きがけ法を

導入した高冷地露地レタス栽培体系等をわかりやすく紹介するマニュアルである。 

［キーワード］有機農業、機械除草、生物的土壌消毒、不織布浮きがけ栽培、経営評価 

［担当］中央農業研究センター・土壌肥料研究領域・土壌生物グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8522 

［分類］普及成果情報  

［背景・ねらい］ 

新規就農希望者のうち約 3 割が有機農業への取り組みを希望する。有機農業への参入者

が、生産を早期に安定化させ、その状態を維持できる技術の開発と普及が望まれる。既に

「水稲の有機栽培技術マニュアル」が刊行されているが、有機農業栽培体系は多様であり、

科学的な知見や技術情報の蓄積は不足している。そこで、暖地の水田二毛作体系、ホウレ

ンソウの施設栽培体系および高冷地露地レタス栽培体系等を対象に、雑草防除や病害虫防

除技術をはじめとする栽培管理法を開発する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．本マニュアルは、暖地の水田二毛作体系、ホウレンソウの施設栽培体系および高冷地

露地レタス栽培体系の方法、導入技術、留意点などを生産者にわかりやすく解説する。

また、有機育苗培土の病害抑制効果や有機栽培圃場の生物的特性等の科学的な知見も掲

載する（図 1）。 

２．九州北部平坦地二毛作地帯では、小麦葉齢を指標とする機械除草（図 2）を導入した麦

作や冬作野菜栽培により有機水田を高度活用することで、高い農業所得を確保できる（小

麦 41-51、タマネギ 38-252、レタス 124-237、キャベツ 252-264、ブロッコリー382-422

（千円/10a））。 

３．ホウレンソウの施設栽培では、カラシナやダイコン残渣をすき込み、土壌を還元化す

る生物的土壌消毒による萎凋病（いちょうびょう）の防除技術や、生物的土壌消毒実施

後のホウレンソウケナガコナダニ対策を導入することで、収量と販売額が慣行栽培と同

等になる（図 3）。 

４．長野県などの高冷地露地レタス栽培地帯では、輪作と品種選定、不織布浮きがけ栽培

等基本技術を組み合わせた安定生産技術の導入により、慣行栽培より高い農業所得（190

千円/10a）を確保することが可能である（表 1）。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：有機農業に取り組む生産者、普及指導機関担当者等 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：九州北部平坦地二毛作、施設ホウレンソ

ウ作、高冷地露地レタスを主体に有機農業に取り組む地域。 

３．その他：紹介する有機農業技術を生産現場に導入するためには、地域で有機農業を営

む先進的生産者や普及指導機関等から助言を得ることが望ましい。  
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［具体的データ］ 

図 1 栽培マニュアル表紙及び掲載事項 

図 2 暖地二毛作における麦作機械除草作業時期の目安 

 

表 1 優良有機レタス栽培農家 

の経営事例 

 

 

図 3 土壌消毒処理が萎凋病の発病程度(上) 

及びホウレンソウ収量(下)に及ぼす影響 

ダイコン区：ダイコン残渣による生物的土壌消毒、 

クロピク区：慣行消毒、 

フスマ区：フスマによる土壌還元消毒 

（橋本知義） 
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［その他］ 

予算区分：委託プロ（収益力向上） 

研究期間：2013～2017 年度 

研究担当者：橋本知義、伊藤伝、伊藤陽子、大段秀記、岡田浩明、唐澤敏彦、後藤千枝、

須賀有子、住吉正、竹原利明、長岡一成、本多健一郎、増田欣也、村上健二、守谷友

紀、柳沼勝彦、山内智史、安藤杉尋(東北大院)、高橋英樹(東北大院)、佐野輝男(弘前

大農)、杉山修一(弘前大農)、清水時哉(長野県野菜花き試)、出澤文武(長野県野菜花き

試)、金子政夫(長野県野菜花き試)、桑澤久仁厚(長野県野菜花き試)、佐藤強(長野県野

菜花き試)、矢口直輝(長野県野菜花き試)、小木曽秀紀(長野県野菜花き試)、藤永真史

(長野県野菜花き試)、吉岡陸人(山口県農技セ)、木村一郎(山口県農技セ)、徳永哲夫

(山口県農技セ)、中島勘太(山口県農技セ)、本田善之(山口県農技セ)、菖蒲信一郎(佐

賀農業セ)、平田真紀子(佐賀農業セ)、八田聡(佐賀農業セ)、國枝栄二(佐賀農業セ)、

中山敏文（佐賀農業セ）、森則子(佐賀農業セ)、山口純一郎(佐賀農業セ)、大塚紀夫

(佐賀農業セ)、衞藤友紀(佐賀農業セ)、牧善弘(佐賀農業セ)、渡邊幸子(佐賀農業セ) 

発表論文等： 

1)農研機構(2018)「有機農業の栽培マニュアル 実践現場における事例と研究成果 第 2

版」 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/narc/

080900.html (2018 年 6 月 1 日） 

2)農研機構(2018)「有機農業を特徴づける客観的指標の開発と 安定生産技術の開発 技資

料集」 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/narc/

081481.html(2018 年 7 月 31 日) 

3)大段(2016)九州の雑草、46:22-25 

4)Ando S et al. (2014) Organic Agriculture 4(3):187-196 
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［成果情報名］加工・業務用ホウレンソウの機械収穫体系を利用した刈り取り再生栽培技術 

［要約］歩行型の加工・業務用ホウレンソウ収穫機を利用することで、省力化と生産費の削

減が図られ、刈り株から再生した 2 番草を再収穫することが可能となる。再収穫により厳

冬期の収穫量確保とともに、さらなる生産物当たりの生産費削減が可能となる。 

［キーワード］ホウレンソウ、加工・業務用野菜、機械収穫、刈り取り再生栽培 

［担当］九州沖縄農業研究センター・畑作研究領域・畑機械・栽培グループ 

［代表連絡先］電話 0986-24-4271 

［分類］普及成果情報  
 

［背景・ねらい］ 

冷凍加工用ホウレンソウの需要は増加しており、国内生産拡大のためには生産効率の向

上が必要となっている。そのためには省力化とともに加工工場の効率的な操業のための定

時・定量出荷体制の確立が必要である。そこで機械収穫の導入が遅れている中小規模生産

者を対象に歩行型ホウレンソウ収穫機の改良を行い、機械収穫体系を構築するとともに、

機械収穫を前提とした厳冬期の生産量確保のための栽培技術を開発することで、生産効率

の向上を目指す。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．歩行型の収穫機を利用することで株の損傷が少なく、刈り取り収穫後に残った株から

再生する 2 番草を利用する刈り取り再生栽培を行うことができる(図 1）。 

２．刈り取り再生栽培は 9 月下旬から 10 月上旬の間に播種し、11 月から 12 月に収穫を

行う作型に適用できる。収穫した後、厳冬期である 2 月までの間に再収穫できる。2 番

草収量は 1 番草収穫後の期間が長くなるほど多くなり、1 番草収穫後に追肥を行うこと

で増加する（図 2）。再生した 2 番草の生育は播種栽培の 1 番草の半分程度の積算温度

で同一の葉長に達するため、厳冬期でも生産量の確保が可能である(データ省略）。 

３．加工野菜収穫機（ニシザワ MNSH-1300）の収穫能率を向上させるため、「小型コンテ

ナ横流れユニット」を開発した（図３）。このユニットを取り付けることで､コンテナ

交換のための作業停止が無くなり収穫能率が向上する。機械収穫体系は収穫機操作 1

名、収穫物の詰め込み 2 名、コンテナ搬出 1 名の 4 人組作業で、収穫作業時間は人力

収穫（48.6 人･h/10a）に対し、およそ 1/5（8.8 人･h/10a）となる。 

４．現地実証試験及び現地実証協力生産者への調査結果からの試算では、生産物 100kg 当

たり全算入生産費は、歩行型機械収穫体系の導入により慣行の人力収穫体系と比べ 20

％削減が可能となる。また、歩行型機械収穫体系に刈り取り再生栽培技術を導入する

ことにより慣行の人力収穫体系と比べ 42％削減が可能となる（表 1）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：中小規模の加工・業務用ホウレンソウ生産者や生産団体 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：暖地の秋まき加工・業務用ホウレンソウ

生産地域・15ha 

３．歩行型の収穫機で効率的に刈り取りを行うためには、あらかじめ収穫機に対応する様

式で栽培を行う必要がある。具体的には収穫機のクローラが通る通路部を取り、ホウレ

ンソウ株の位置ができるだけ畦中央部の 70cm～90cm 程度に収まるようにする。  
４．機械収穫体系や刈り取り再生栽培による収穫物を処理する加工工場には、雑草等の異

物を除去するための処理工程の増強が必要となる。 

５．刈り株からの再生栽培には、刈り株を傷つけないことが重要である。人や作業台車程

度の踏圧では影響が少ないが、大型乗用収穫機やホイルローダーなどの大型作業機によ

る踏圧では、再生ができなくなる。 
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６．1 番草の生育時に、ほ場に雑草が多い場合、再生時に繁茂する恐れがある。1 番草収

穫以前の除草管理を徹底する。 

７．この刈り取り再生栽培に関する試験は宮崎県都城市九州沖縄農業研究センター

都城研究拠点内ほ場及び宮崎県小林市 M 園芸組合現地ほ場にて実施した。 

 

［具体的データ］ 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械収穫後の刈り株  
（2016 年 12 月 12 日） 

再生 2 番草  
（2017 年 2 月 24 日）  

図 1 機械収穫後の刈り株の再生状況 

図 2 1 番草の収穫日と追肥の有無が刈

り取り収量に及ぼす影響 

品種：｢クロノス｣ 追肥は窒素 16kg/10a 相当

の化学肥料を１番草収穫後に散布。試験は

2016～17 年にかけて九州沖縄農業研究センタ

ー都城研究拠点所内ほ場で行った。  

資料：現地試験結果及び協力生産者聴取調査結果、宮崎

県『農業経営管理指針』2010 年 3 月、鹿児島県農業

経営管理指導指標』2016 年 3 月 

注：1）全算入生産費＝費用合計(物財費＋労働費)＋資本

利子＋地代。 

2）機械収穫＊：1 番草のみ機械収穫、再生栽培＊＊:1

番草を機械収穫後、再生した２番草を機械収穫 

表 1  歩行型ホウレンソウ機械収穫体系と刈り取

り再生栽培技術の導入による全算入生産費 
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図 3 加工野菜収穫機（ニシザワ MNSH-1300）と開発した連続収穫のための 

｢小型コンテナ横流れユニット｣ 

左：コンテナ横流れユニット  中 :コンテナの積載状況  右：収穫作業状況  

 

 

                    （石井孝典） 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（農食事業） 

研究期間：2014～2017 年度 

研究担当者：石井孝典、鈴木崇之、森江昌史、安達克樹、深澤秀夫、鎌田えりか、大嶺政

朗 

発表論文等： 

1)鈴木ら(2018)農作業研究、53(1):33-41 

2)農研機構(2018)「加工･業務用ホウレンソウ機械収穫体系マニュアル」 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/karc

/081362.html (2018 年 3 月 30 日) 
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［成果情報名］収益向上と飼料生産コストの３割低減を可能とする水田作複合経営モデル 

［要約］たちすずか等の茎葉型 WCS 用稲の乾田直播と、WCS 用トウモロコシの安定多収栽培

を基幹部門とする水田作複合経営モデルは、飼料用米中心の慣行営農と比べ、同じ労働力

のもとで経営面積拡大と所得増加、飼料増産、飼料生産コストの３割減が可能である。 

［キーワード］水田作経営、たちすずか、乾田直播栽培、トウモロコシ、飼料生産コスト 

［担当］西日本農業研究センター・営農生産体系研究領域・農業経営グループ 

［代表連絡先］電話 0854-82-2257 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

大規模の水田作法人経営では、主食用米の需要減少下で主食米に替わる作物を基幹とす

る収益性の高い営農の構築が模索されている。その一つとして、飼料作を基幹部門とする

営農の展開が期待される。そこで、主食用米に加え、飼料用米や WCS 用稲の多収品種、WCS

用稲の乾田直播栽培、WCS 用トウモロコシ生産に取り組む経営の各作目の作業労働や収益

性を分析し、その結果を基に飼料作を基幹とする最適な水田作経営モデルを提示するとと

もに、飼料生産コスト低減等の効果を明らかにする。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．転作田における WCS 用トウモロコシは、額縁明渠等の排水対策により飼料用米の

３倍、WCS 用稲の２倍の収量（TDN）が得られる（表１、図１）。販売収入及び限界

利益は主食用米に次いで高く、交付金を加えた収益も飼料用米等を上回る。また、

作業労働時間も２期作で稲１作よりも少ない（表１）。他方、WCS 用稲の乾田直播

栽培の作業労働時間は移植栽培よりも約 1.3 時間/10a 少なく、水稲の春作業のピ

ークの緩和が図れる（図２）。 

２．この結果、主食用米（特栽米）と大麦（二毛作）に加えて、汎用型収穫機を用い

た、移植及び乾田直播栽培による多収の WCS 用稲（たちすずか）、WCS 用トウモロコ

シ生産、及びこれらの収穫受託を基幹とする水田作複合経営モデルは、飼料用米を基幹

とする慣行営農と比べて、同じ労働力のもとで経営面積は 1.6 倍の約 65ha（作付面積は

91ha）、所得は 1.7 倍に向上し、時間当たり労働報酬額も 1.4 倍に増加するなど、規模

拡大や収益性向上に寄与する（表２）。 

３．複合経営モデルの飼料生産量（TDN）は慣行営農の２倍以上と高く、飼料生産コストは

慣行営農比３割減の TDN1kg あたり 96 円に低下するなど、飼料増産と飼料生産力の強化

に寄与する（表２）。 

４．慣行営農と比べて作業労働ピークの緩和が図れ、３月～４月は WCS 用稲の乾田直播と

WCS 用トウモロコシ播種、５月～６月は主食用米及び WCS 用稲の育苗と移植、７月～８

月は WCS 用トウモロコシの収穫と播種、９月は WCS 用稲の収穫受託、10 月は主食用米の

収穫、11 月は WCS 用稲と WCS 用トウモロコシの収穫に農作業の分散が図れる（図２）。 

 
［普及のための参考情報］ 
１．普及対象：水田作法人経営、飼料作コントラクター 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：圃場の排水向上対策が可能で鳥獣害の受

け難い地域・WCS 用稲の乾田直播栽培 10ha、WCS 用トウモロコシ作付 30ha(岡山平野、

2020 年)。 

３．留意点：シハロホップブチル抵抗性ノビエ発生圃場では、WCS 用稲の早期乾田直播栽

培を避ける。 

４．その他：2017 年 4 経営体、延べ 15ha で WCS 用トウモロコシが作付され、7 戸の畜産

経営から 1200t（延べ 30ha 分）のトウモロコシ WCS の購入希望が寄せられている。 
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［具体的データ］ 

 

表１ 作目別の収量、収益、作業労働時間、飼料生産量等の比較（実証経営体） 

作目 (品種、栽培法) 
主食用米

(特栽米） 

飼料用米 

（みなちから） 

WCS 用稲（たちすずか) WCS 用トウモロ

コシ(２期作) 移植  乾直  

単収 (kg/10a) 480  680  4,320  3,600  7,200  

単価 (円/kg，個） 380  27  16  16  20  

販売収入(円/10a） 182,400  18,360  67,200  56,000  142,500  

変動費計（〃） 23,351  28,010  26,687  27,722  36,733  

限界利益（〃） 159,049  5,350  40,513  28,278  105,767  

直接支払交付金(〃） 7,500  130,000  80,000  80,000  50,000  

限界利益＋交付金(〃) 166,549  135,350  120,513  108,278  155,767  

作業労働時間（時間/10a） 10.79 12.34 10.79 9.52 8.64 

飼料生産量（TDNkg/10a) - 555 864 720 1,574 

注：施設や機械等の固定費は含まない。 
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表２ 複合経営モデルの最適な作付構成と経営成果 

    慣行営農 複合経営モデル 

作目･作型別

作付面積

(ha) 

主食用米（特栽）＋大麦（２毛作） 15 15 

飼料用米/みなちから 25 0 

WCS 用稲/たちすずか（移植） 0 18 

WCS 用稲/たちすずか（乾直） - 20 

WCS 用トウモロコシ（２期作） - 12 

稲わら・麦わら収穫 55 30 

WCS 用稲またはトウモロコシ収穫受託 47 33 

経営面積 計  40 65 

作付延べ面積 計 55 91 

収益指標 
所得(万円) 2,408 4,190 

社員 4 人の作業労働（時間） 5,260 6,485 

  労働報酬額（円／時間） 4,579 6,461 

飼料生産力

指標 

飼料生産量（TDN-t) 230 500 

飼料生産コスト(円/TDNkg) 138 96 

注：１）農作業労働力 6 人(内社員 4 人)のもとで土地利用制約を設けないで、「慣行営農」は

主食用米-大麦（２毛作）、飼料用米、WCS 用稲(収穫受託を含む)、わら収穫を選択する中で

所得最大となる作目構成と所得等を掲載。「複合経営モデルは、WCS 用稲(乾直)、WCS 用ト

ウモロコシを加えた選択肢のなかで最適な部門構成等を掲載。 

２）社員作業労働には、圃場作業以外の機械修繕に関わる作業時間等は含めていない。 

３）飼料生産量には収穫受託分は含めない。 

 

  
 （千田雅之、藤本寛） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（28 補正「経営体プロ」） 

研究期間：2016～2017 年度 

研究担当者：千田雅之、藤本寛、望月秀俊 
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図２ 水田作複合経営モデルの月旬別作業労働時間

主食用米 大麦 WCS用稲(移植）

WCS用稲（乾直） WCS用トウモロコシ 収穫受託

慣行

（月）

（時間/月旬）

注：圃場作業の労働時間であり機械修繕等の作業は含まない。
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発表論文等：千田ら(2018)新近畿中国四国農業研究、1:28-39 
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［成果情報名］水稲、麦、大豆、牧草などに対応し、高速点播が可能な高速高精度汎用播種機 

［要約］１台で水稲、麦、大豆、そば、トウモロコシ、牧草など様々な作物に対応可能な播種機である。

水稲、麦、そばでは 5～10km/hの高速播種が可能で、乾田直播では点播を実現する高精度な播種が可

能である。 
［キーワード］高速作業、乾田直播、点播、不耕起、簡易更新 
［担当］農業技術革新工学研究センター・土地利用型システム研究領域・栽植システムユニット 
［代表連絡先］電話 048-654-7000 
［分類］普及成果情報 
 
［背景・ねらい］ 
担い手への農地の集積が進む中、生産現場では一層の作業の高速化や省力化、高精度化が求められ

ている。平成26年に農林水産省が実施した「新たに開発してほしい担い手向けの農業機械に関する調

査」の中でも、播種機に対しては高速化や点播、不耕起への対応など多数の要望が寄せられている。

そこで水稲、麦、大豆等の多様な作物に対応するとともに、作業速度が速く、点播が可能で、不耕起

栽培にも適応可能な播種機を開発する。 

 
［成果の内容・特徴］ 
１．開発機は、播種ユニットと施肥ユニットから構成されるトラクタ装着型の機械である（図１、表

１）。6 条用と 8 条用があり、水稲、麦、大豆、そば、トウモロコシ、牧草などの作物に対応可能

で、条間 30cm（トウモロコシでは条間 75cm）の栽培様式に対応する。 

２．播種ユニットは、圃場面を切削するコールタ、播種溝を作る作溝爪、高速播種が可能な種子繰出

装置、播種溝に覆土する土寄せ装置、鎮圧輪、種子繰出装置を駆動する接地輪から構成される。 

３．種子繰出装置は、高速・高精度に種子を繰出すことが可能なダブルプレート式を採用しており、

播種プレートを交換することで容易に様々な作物に適応が可能である（2011年度普及成果情報「高

速作業が可能な不耕起対応トウモロコシ用播種機」http://www.naro.affrc.go.jp/project/result

s/laboratory/brain/2011/600a0_01_63.html参照）。 

４．播種ユニットは、接地荷重が変更可能（500～1,200N）であり、接地荷重を高めることで、不耕起

ほ場にも適応可能である。 

５．施肥ユニットは速度連動型で、トラクタのバッテリを電源としたモータにより駆動する。上記接

地輪の回転をロータリエンコーダで検出することにより、作業速度に連動して肥料繰出ロールの回

転速度を制御し均一に施肥することが可能である。また、条毎に前後独立した 2つの繰出し部を有

しており、それぞれに施肥量（肥料の繰出し量）を設定することができる。播種と同時に、表層と

溝内の両方あるいは表層、溝内のどちらか一方だけに施肥も可能である。 

６．開発機は、水稲では約 5～10km/h、麦類では約 7～9km/h、大豆では約 5～7km/hの高速で播種する

ことが可能である。水稲の乾田直播では作業速度 5km/h程度で高精度な点播が可能であり、大豆で

は出芽後の株間のばらつきが従来機よりも小さく播種精度が高い（表２、３）。また、前作の残さ

や石が少ないなどの条件下で、不耕起栽培にも適応できる。 

７．水稲の播種における作業能率は、作業速度 5km/hの時、6条用で 50～60a/h、8条用で 70～80a/h

である（図２）。 
 
［普及のための参考情報］ 
１．普及対象：水田作・畑作を複合経営する農業者及びコントラクタ 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国の複合経営体、5,000ha（［水稲乾田直播、麦、

大豆、トウモロコシの合計栽培面積］×1%［導入率］、200台（5年間） 

３．その他：平成 31年度に市販化予定である。適応トラクタは 6条用で 44kW（60PS）、8条用で 59kW

（80PS）以上である。施肥ユニットについてはオプション対応の予定である。なお施肥ユニット装

着時はフロントウェイトを装着するなど留意する必要がある。 
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［具体的データ］ 

 

表１ 開発機の主要諸元 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

表２ 水稲乾田直播の作業速度と点播精度         表３ 大豆の播種精度の比較 

（三重県農業研究所、耕起区）（品種：コシヒカリ）         （茨城県農業総合センター、不耕起区）（品種：里のほほえみ） 

供試機 
作業速度 

苗立

間隔 
苗立 

形状※ 

苗立率 

（km/h） (cm) （％） 

開発機 

5.0 21.6 ◎ 67.8 

6.8 20.9 ○ 69.5 

8.6 21.6 ○ 68.9 

10.8 21.2 △ 61.4 

不耕起Ｖ溝

直播機 
5.4 － － 69.6 

※株長が苗立間隔の1/2を超える点播箇所数の割合で評価，                    

◎：0％以上-10％未満，○：10％以上-20％未満，△：20％以上-30％未満      

（塚本茂善、重松健太、橘保宏） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、緊プロ 

研究期間：2015～2017年度 

研究担当者：塚本茂善、重松健太、橘保宏、藤岡修、山下貴史、山田祐一、松波寿典、内野宙、新家

得正（アグリテクノ矢崎株式会社）、有吉映明（アグリテクノ矢崎株式会社） 

発表論文等： 

1)橘ら「タイヤスクレーパ」特願 2016-056617(2016年 3月 22日) 

 6 条用 8 条用 
全長(mm) 1,610 1,660 
全幅(mm) 2,200 2,540 
全高(mm) 1,400 
質量(kg) 804 1,005 
播種条数 6 条 8 条 

適応トラクタ 
出力(kW(PS)) 

44(60)～ 59(80)～ 

供試機 
作業速度 

(km/h) 

播種深さ 

(cm) 

播種間隔 

平均 

(cm) 

変動係数 

(%) 

開発機 5.0 2.2 16.5 34.6 

ディスク式 

不耕起播種機 
5.0 2.4 17.2 79.6 

播種深さ調整ノブ 鎮圧輪 

播種ユニット

 

コールタ 

高速種子繰出装置 

（ダブルプレート式

） 

施肥ユニット 

図１ 開発機（6条用）の外観 

播種プレート 

接地輪 
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2)橘ら「粒状物の分配装置」特願 2016-71053(2016年 3月 31日) 
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［成果情報名］新機構と高耐久部材により作業能率と耐久性を向上させた汎用コンバイン 

［要約］新型バータイプ脱穀機構、新型選別機構等の採用により作業能率を向上させるとと

もに、機体構造の簡素化および摩耗損傷の激しい部位の素材改質により耐久性を向上させ

た汎用コンバイン。多収性イネ、コムギ、ダイズ等を高能率に収穫できる。 

［キーワード］汎用コンバイン、バータイプ脱穀機構、２段刈り装置、耐久性、多収性イネ 

［担当］農業技術革新工学研究センター・土地利用型システム研究領域・収穫・乾燥調製シ

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］ 

穀物の価格低迷や生産資材の高騰、海外との価格競争などの影響を受け、穀物生産費を

大幅に低減させる技術開発が求められている。イネ、ダイズなどの多様な作物を収穫可能

な汎用コンバインは、複数作目に汎用利用することでコンバイン所有台数を減らすととも

に、簡素な構造により消耗部品が削減されていることで、収穫に要する資材費を大幅に低

減できる。しかし、国内のイネ収穫に主流として用いられる自脱コンバインと比較し、穂

先だけでなく茎葉を含む作物体の全体を処理するため脱穀所要動力が大きく作業速度が遅

いことが欠点である。  
そこで、新しい脱穀機構等により作業能率を向上させつつ、機体構造の簡素化や高耐久

部材の使用により耐久性を向上させた汎用コンバインを開発する。  
［成果の内容・特徴］ 

１．こぎ胴長の延長等を施した新型バータイプ脱穀機構、チャフシーブの自動制御等を追

加した新型選別機構を採用し、脱穀所要動力を軽減しながら穀粒損失を増やさない。ま

た２段刈り装置（オプション装備）を併用することで残稈処理しながら脱穀流量を制御

でき、多収性イネ等の自脱コンバインでは収穫が困難な条件のイネも円滑に収穫できる

（図１）。 

２．機体の消耗部品点数を削減し、補修費を５条刈自脱コンバインと比して約 33％削減

できる（2000 時間使用時の推計値）。また摩耗損傷の激しい穀粒搬送装置のスクリュ

やプレート等に高耐久な熱処理材等を採用し、摩耗損傷耐久時間が従来の汎用コンバイ

ンより 500 時間程度延長している（スクリュの摩耗調査結果からの推定）。 

３．開発機は、全長 6.3m、機体質量 5.5t、刈幅は小規模圃場から大規模圃場まで対応す

るため３種類の仕様（2.1m、2.6m、3.2m）が用意されている。機関出力は 88.3kW

（120PS）で、第４次排出ガス規制に適合している（表１）。 

４．イネおよびコムギ収穫作業では、3.2m 仕様にて５条刈自脱コンバインと同等水準の

作業能率で収穫できる。穀粒損失、損傷粒、夾雑物の発生はコンバインの型式検査基準

を満たす水準である（表２）。また多収性イネでも、脱穀選別機構の設定により脱穀力

を調整、および２段刈り装置の併用により脱穀流量を制御することで、円滑に収穫でき

る（表２）。 

５．ダイズ収穫作業では、ダイズコンバインを上回る水準の作業能率で収穫することがで

きる。頭部損失、脱穀選別損失、損傷粒、夾雑物はコンバインの型式検査基準を満たす

水準である（表２）。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：イネ、コムギ、ダイズ等を栽培している全国の経営体。 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：普及見込み台数 200 台/年。普及予定面

積 12,000ha／年（１台当たり年間稼働面積 60ha×200 台）。 

３．その他：平成 30 年４月に市販開始。  
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 開発機の概要 
 

表２ 収穫試験結果 

作
物
・ 

作
業
条
件 

作目   イネ  多収性イネ  コムギ ダイズ 

品種   きらら 397 ミズホチカラ  ゆめちから フクユタカ 

全長  (cm) 87.5 112.7 86.7 67.5 

立毛角  (°) 82.5 89 82.5 43.0 

水分  

穀粒  (％) 28.6 25.3 14.5 17.4 

茎葉  (％) 69.7 69.7 32.1 56.2 

莢  (％) - - - 20.1 

脱穀流量  (t/h) 18.7   18.9 ※2 15.5 7.5 

刈幅×作業速度  (m2/s) 2.6 1.9 3.1 3.1 

試

験

結

果  

  穀粒損失  ※1  ◎   (◎) ※4 ◎ ◎ 

  夾雑物  ※1  ◎   － ※3 ◎ ◎ 

  損傷粒  ※1  ◎   － ※3 ◎ ◎ 

  枝梗・穂切粒  ※1   ◎   － ※3 ◎ ◎ 

※1 判定基準  ◎：下記の基準を満たす  

     穀粒損失（コンバイン型式検査基準）･･･イネ、コムギ：３％以下  ダイズ：５％以下  

     夾雑物、損傷粒（コンバイン型式検査基準）･･･１％以下  

     枝梗・穂切粒･･･あわせて５％以下  

※2 ２段刈り装置を併用し高刈り（刈高さ 25～30 cm）することで、脱穀流量を調整した。  

※3 飼料用として栽培しているため主食用と同じ検査基準を適用できない。  

※4 上記※3 と同様であるが、参考値として記載（基準･･･３％以下）。  
 

（嶋津光辰、日髙靖之、荒井圭介） 
 

［その他］ 

予算区分：交付金、緊プロ 

研究期間：2014～2016 年度 

研究担当者：嶋津光辰、日髙靖之、梅田直円、荒井圭介、野田崇啓、土師健、近藤博幸（ク

ボタ）、文野裕一（クボタ）、安田和男（クボタ） 

 

表１ 開発機の主要諸元 

 開発機  従来機  

刈幅仕様 (m) 2.1 2.6 3.2 2.6 

全長 (mm) 6,310 5,980 

全幅 (mm) 2,490 2,920 3,540 2,860 

全高 (mm) 2,720 2,720 

質量 (kg) 5,300 5,380 5,480 4,670 

出力 (kW{PS}) 88.3{120} 
第 4 次排出ガス規制適合  

74.3{101} 

こぎ胴径 (mm) 620 620 

こぎ胴長 (mm) 2,210 1,860 

作業  
能率※  

(分 /10a) 

 

イネ  9～37 8～30 7～25 8～31 

コムギ  
ダイズ  

7～37 6～31 5～25 7～31 

※ 計算値  

 

 

新型バータイプ脱穀機構  

２段刈り装置  

試作機  
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［成果情報名］高速で高精度に施肥が行える畝立て同時二段局所施肥機 

［要約］畝立てと同時に肥料を畝内の上層と下層の二カ所に局所施肥する機械である。GNSS

と傾斜角度センサで傾斜の影響を排した車速連動施肥により施肥量の変動を減らすことが

できる。作業速度 1.1m/s での作業能率は約 30a/h である。 

［キーワード］キャベツ、二段施肥、GNSS、環境保全、高速 

［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・野菜生産工学ユニット 

［代表連絡先］電話 048-654-7000 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

キャベツの生産地で普及している、接地輪により施肥ロールの回転を制御する畝立て同

時局所施肥機は、土壌条件やほ場の傾斜の影響により接地輪の回転にムラが生じ施肥量が

バラつくほか、初期生育の確保を目的として畝天面に散布される肥料が風雨により流亡す

る等の諸課題を抱えている。そこで、全地球衛星測位システム（GNSS）と傾斜角度センサ

を利用し、傾斜の大きいほ場でも車速に連動した精度の高い施肥を行い、キャベツの生育

に効果的な畝内位置へ二段の局所施肥を行うことで肥料の流亡を防ぎ、環境負荷を低減で

きる畝立て同時施肥機の開発を行う。 

［成果の内容・特徴］ 

１．畝立て同時二段局所施肥機は、事前にロータリ耕耘を行ったほ場において、畝立てと

同時に畝内の上層部と下層部の二段に肥料を局所施肥する 3 条用の作業機で、条間 45cm

仕様と、60cm 仕様がある（図１、表１）。 

２．肥料操出部は、低コスト GNSS アンテナ、傾斜角度センサ、下層用として各畝に対応す

る肥料ホッパ 3 台、上層用として肥料ホッパ 1 台を備え、上層用ホッパは三ツ口の漏斗

で各畝に肥料を分配する。GNSS と傾斜角度センサにより、傾斜地も考慮した車速連動と

なっている。粒状化成肥料を対象とし、最大繰出し量は、上層施肥で 30kg/10a、下層施

肥で 300kg/10a まで設定できる（最高作業速度である 1.4m/s の場合）。なお、これらを

制御するコントローラは、トラクタの運転席の近くに設置する。 

３．肥料の繰出精度は、平均傾斜角度 7°のほ場において、作業速度 0.7～1.4m/s の範囲で

傾斜の上下方向に作業を行った場合、設定繰出量に対する平均誤差が、上層で 0.1～1.6%、

下層で 0.4～2.8%であり、高速でも安定した精度で肥料の操出しが行える（表２）。 

４．畝成形部は、リッジャ、PTO の駆動で回転する転圧ローラ、接地輪を備え、①前部リッ

ジャで作溝、②溝底へ下層の局所施肥（畝天面から深さ約 15cm）、③後部リッジャで土

を寄せながら上層の局所施肥（約 3～8cm、苗の種類により変更）、④転圧ローラで畝表

面を転圧、の順で畝の成形が行われる。45cm 仕様の畝形状は、天面幅、裾幅、畝高さが

それぞれ約 15cm、35cm、13cm（60cm 仕様はそれぞれ約 30cm、50cm、15cm）の台形形状で

ある（図２）。 

５．枕地を含む長辺 72m、短辺 47m のほ場において、上層と下層の合計施肥量を 99kg/10a

とし、平均作業速度 1.1m/s にて連続作業を行った場合、作業能率は 60cm 仕様で約 30a/h

である。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：キャベツの大規模生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：丘陵地帯のキャベツ産地、全国 3,400ha

（導入可能面積 34,100ha×10%（導入割合））、100 台（５年間） 

３．単年度のキャベツ作において、下層の施肥量を調節して総施肥量を削減した場合でも、

慣行と同等の結球重が得られた事例がある。なお、本機を用いて施肥量の削減を行う場

合、普及指導部局と相談の上で取り組むことが推奨される。 

４．その他：2018 年度末に市販化予定。 
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［具体的データ］ 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 畝立て同時二段局所施肥機（条間 45cm 仕様） 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 二段施肥位置と成形畝の外観   

 

 

走行速度 
上層平均操出量   下層平均操出量 

上り方向 下り方向 平均誤差   上り方向 下り方向 平均誤差 

(m/s) (kg) (kg) (%)  (kg) (kg) (%) 

0.7 13.0±0.2 13.4±0.1 1.6   181.4±5.4 183.3±2.4 1.3 

1.1 12.9±0.1 13.1±0.1 0.1   186.1±2.7 183.9±1.2 2.8 

1.4 13.0±0.0 13.0±0.1 0.1   182.6±1.7 178.7±0.9 0.4 

目標値 13.0 -   180.0 - 

*1 試験区間距離 30m のデータを 10a あたりに換算したもの  

*2 ±は標準偏差を示す  

（千葉大基、大森弘美） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、緊プロ 

研究期間：2013～2017 年度 

研究担当者：千葉大基、大森弘美、鈴木渉、岡田俊輔、原田一郎、春山清利（上田農

機）、庄司浩一（神戸大学）、井坂博道（タイショー） 

発表論文等：千葉ら「粒状物の流下検出装置」特願 2017-89756(2017 年 4 月 28 日) 

全  長 1,300mm 

全  幅 1,750mm（2,100mm） 

全  高 1,600mm 

質  量 430kg (450kg) 

ホッパ容量 上層施肥用：55L×1 台 
 下層施肥用：55L×3 台 

条  間 45cm(60cm)×3 条 

作業速度 0.7～1.4m/s 

適応トラクタ 18～22kW (22～30kW) 

表 2 施肥精度試験結果 * 1  

肥料操出部  

畝成形部  

下層用ホッパ  

上層用ホッパ  

転圧ローラ  

表 1 主要諸元  

0cm 

5cm 

15cm 

上層施肥 

下層施肥 
（）内は条間 60cm 仕様  

 

GNSS センサ 
傾斜角度センサ  

施肥コントローラ  
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［成果情報名］調製作業を高能率化する作業精度の高いホウレンソウ調製機 

［要約］ホウレンソウを 1 株ずつコンベア上に静置するだけで、根切り及び子葉、下葉を精

度良く除去できる調製機械である。現行機に比較して作業精度が良く、仕上げ作業にかか

る時間を削減できる。1 台あたり 2 人での作業が可能で、調製作業を省力化できる。 

［キーワード］ホウレンソウ、調製機械、根切り、子葉除去、下葉除去 

［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・施設・調製工学ユニット 

［代表連絡先］電話 048-654-7000 

［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］ 

軟弱な葉菜類では一般に、面積あたり労働時間に占める、調製、出荷作業の割合が高く、

生産者の労働負担が大きいため、規模拡大の妨げとなっている。ホウレンソウの調製作業

では、出荷基準に合わせ、根切り及び子葉、下葉の除去等を行っており、調製、出荷作業

が全作業時間の 6 割近くを占める現状がある。ホウレンソウを 1 株ずつ供給すると、根切

り及び子葉、下葉除去を行う機械があるが、作業精度が低く、追加の手直し作業が多く発

生している。そこで、本研究では、現行機（NC300、K 社製）と比べて作業精度が高く、手

直しによる調製時間を削減できる高能率調製機を開発する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．本開発機（L2830×W880×H1060mm、117kg、100V240W）は、供給部、調製部、搬出部で

構成される（図 1）。供給部（図 2）の株元ベルトは供給ベルト接近方向に約１°傾いて

おり、供給者がベルト上にホウレンソウを 1 株ずつ静置すると、株元ガイドに軽く押し

あてられ、切断位置が固定される。調製部では、供給ベルトと供給ベルト上方の株押さ

えベルトで株を把持して、回転刃を使用した挟み切り方式の切断機構、横・縦ブラシ及

び開発機で新たに採用した高速回転ブレード（図 3）を株が順に通過することで調製され

る。横・縦ブラシ及び高速回転ブレードの回転軸は株に対し垂直で、上下の回転羽は葉

側から株元側に作用する方向に回転し、泥の除去、子葉、下葉の掻き出し、除去を行う。

調製されたホウレンソウは、搬出部で仕上げ者に届ける構造であり、ベルト表面にはサ

イズ分けの目安となる目盛りが表示してある。 

２．開発機の性能について表 1 に示す。現行機では、長過ぎる根や斜め切りが散見され、

はさみを持って再調製作業をすることがあったが、開発機では根切り精度が向上したた

め、再調製の頻度が大幅に減少する。また除去すべき、子葉、下葉除去率が向上したこ

とで取り残しの除去などの仕上げの手間が減少する。 

３．現行機では供給と仕上げを合わせて 4 人作業が前提であったが、開発機では、供給 1

人と仕上げ 1 人（計 2 人）でも連続した調製作業が可能である。作業能率（表 1）は現

行機（供給 1 人、仕上げ 3 人、約 570 株/人･h）に対し、開発機（供給 1 人、仕上げ 1

人）で最大約 1.5 倍（約 900 株/人･h）である。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：ホウレンソウ生産者、ホウレンソウ集出荷施設事業者等 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国の雨よけ栽培でのホウレンソウ産地

・200 台/5 年間。平成 30 年度に実用化の見込み。 

３．その他：調製作業が対象可能なホウレンソウは、主に雨よけ栽培した立性の株で、概

ね、草丈 20cm から 45cm までの株である。虫食い、病斑、変色、軸折れ、混入異物等の

除去は手作業での仕上げで行う。 
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［具体的データ］ 

          

（小林有一） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、緊プロ 

研究期間：2015～2017 年度 

研究担当者：小林有一、中山夏希、坪田将吾、グェン・ティ・タン・ロアン、大森弘美、

山本聡史、紺屋朋子、千葉大基、山口正人（株式会社クボタ）、仲谷章一（株式会社ク

ボタ）、谷口優太（株式会社クボタ）、大門龍太郎（株式会社クボタ）、本間功（斎藤

農機製作所）、澁谷透（斎藤農機製作所） 

発表論文等： 

1)小林ら「葉菜の搬送装置および葉菜の根切り装置」特願 2017-072088(2017 年 3 月 31

日) 

2)小林ら「葉菜の姿勢変換装置および葉菜の調製装置」特願 2017-072095(2017 年 3 月 31

日) 

3)小林ら「幅調整自在な搬送部を備えた作物調製機」特願 2017-214220(2017 年 11 月 6

日) 

4)小林ら「根の切断支持体を備えた作物調製機」特願 2017-214221(2017 年 11 月 6 日) 

表 1 開発機の性能*1  

 調製精度 作業能率 *3 

子葉・下葉

除去率(%) 

根切り長さ *2 平均(mm) 

(標準偏差） 

作業体系 

(人) 

作業能率 

（株/人･h） 

現行機 67.2 10.1 

(3.0) 

供給 1、

仕上げ 3 

570 

開発機 95.4 5.9 

(1.5) 

供給 1、

仕上げ 1 

900 

 *1:岐阜県中山間試験場での試験結果より。 

    品種：「サンホープセブン」 

 *2:ホウレンソウの株に残った根の長さ。 

 *3:供試株：150 株、23～32cm（飛騨ほうれんそう出荷基準 L 品相当） 

   での試験。 

図 2 供給部の構成 

株元ガイド 

株元ベルト 供給ベルト 

横ブラシ 

4 枚×上下 2 組 

縦ブラシ 

4 枚×2 列×

上下 2 組 

高速回転ブレード 

4 枚×上下 2 組 

図 3 調製部の構成 

株押さえベルト 

図 1 開発機での作業の様子 

供給部 

調製部 
供給者 仕上げ者 

搬出部 
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［成果情報名］スイカのトンネル栽培におけるつる引き用農作業イス 

［要約］臀部へ確実に固定できるサドル形をした小型・軽量な農作業イスは、正座時の足首

等にかかる圧力を減らすことで身体負担を軽減できる。高さ１ｍ程度のスイカのトンネル

内でのつる引き作業に使用できる。 

［キーワード］スイカ、つる引き、身体負担、農作業イス 

［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・労働環境技術評価ユニ

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］ 

担い手不足や高齢化等に対応するため、身体負担が少なく安全で簡単な農作業体系が

必要とされている。鳥取県内のスイカのトンネル栽培のつる引き作業（つるの先端位置を

揃える作業、図１）は、高さ１ｍ、幅２ｍのトンネル内で正座や片膝立て姿勢のまま３ヶ

月間行う必要があり、足、膝、腰などの疲労や痛みなど農家からの改善要望が出されてい

る。腰掛け用の市販イスや従来の農作業イスは座面高さが高すぎるため正座では使用が困

難であり、また、移動しながらイスを手で持って運ぶ煩わしさがある。さらに、車輪付き

イスはマルチフィルムを損傷する恐れがある。そこで、トンネル内作業に適した農作業イ

スを開発して、足、膝等にかかる負担を軽減するとともに快適性の向上を図る。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．開発した農作業イス（以下、開発イス）は、支持部、スペーサ、装着部から構成され

ている（図２）。一般的な農作業イスでは困難な正座や片膝立て姿勢でも使用可能で、

マルチフィルム上でも使用可能である。 

２．作業中に体幹を直立させたり深く前屈させた時に体を支持したり、正座時に両脛（す

ね）の内側にイスが収まる必要があることから、支持部の形状は上面がサドル形（長

さ 21cm、幅 20cm）、下面が舟形（長さ 20cm、幅 10cm）とする。座面は前半が 15゜前傾

し、後半は水平である。支持部の高さは 10cm で、スペーサ（高さ 2cm）の取付け個数

でイス全高を調節可能である。材質は軽量な発泡素材（質量 94g）である。 

３．作業中にイスのずれが少ない、移動時には支持部を手で保持する必要がないことが有

効であることから、装着部は伸縮性のある布製で使用者の腰から臀部（でんぶ）まで

を覆い、バンドで腰と太もも付け根へ取り付ける。臀部下側に面テープで支持部を着

脱できるようになっている。 

４．正座時の足首下の圧力分布は、開発イス有・無ともに接地面積はほとんど同じである

が、開発イス有の方は全体的に圧力の高い面積が小さく、足首付近にかかる圧力が低減

されている（図３）。 

５．被験者男女 12 名（年齢 45±13 歳、身長 168±9cm、体重 64±13kg）による模擬作業

後における負担感の主観評価の平均（５段階（1[感じない]-2-3[ややきつい]-4-5[非

常にきつい]））は、全ての部位で開発イス有の方が少なかった（図４）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：スイカのつる引き作業を行う農家、正座姿勢を伴った作業を行う農家 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：鳥取県内・150 個/５年 

３．その他：2018 年度より市販化（試行）予定。  
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（菊池豊） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2015～2017 年度 

研究担当者：菊池豊、田中宏明、中西由美花（鳥取県）、難波唱子（鳥取県）、吉田厚美

（鳥取県）、手島司、皆川啓子、積栄、岡田俊輔、松本将大、原田泰弘、田中正浩、紺

屋秀之、山﨑裕文 

発表論文等：中西ら「農作業用椅子」特開 2017-170135(2017 年 9 月 28 日) 

図２ 開発イスの概要 

面テープ 

図４ 主観評価結果 

（1[感じない]-2-3[ややきつい]） 

図３ 圧力分布測定例 

（右足首下、床と足首の間） 

バンド（太もも） 

支持部 

スペーサ 

支持部 

バンド（腰） 

装着部 

装着部 

開発イス有 

右脚側 くるぶし 

甲 

体幹 

直立 

90゜ 

 

 

 

 

 

前傾 

30° 

開発イス無 

つま先側 

図１ 作業風景 

単位：ｋPa 

■110-130 

■ 90-110 

■ 70- 90 

■ 50- 70 

■ 30- 50 

■ 10- 30 

■  0- 10 
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［成果情報名］飼養管理効率化に役立つ放牧馴致・マダニ対策技術マニュアル 

［要約］公共牧場やその利用畜産農家等が省力的に取り組める、運搬時の労力および放牧初

期ストレスを緩和する馴致技術ならびに適正なマダニ対策について、わかりやすく解説し

たマニュアルである。 

［キーワード］放牧牛、馴致、マダニ対策、公共牧場 

［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 0287-37-7807 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

畜産農家が公共牧場等に放牧経験のない牛を預託する際直面する問題として、車両への

積み込みの苦労や、飼養環境の変化に伴い発生する体重減少、損耗性疾患等の放牧初期ス

トレスがある。また近年、マダニが原因となる小型ピロプラズマ症の対策に問題を抱える

牧場が増えつつあることから、これらに対して畜産農家や牧場が省力・効率的に取り組め

る対策技術への要望が高まっている。そこで、子牛に対する車両への積み込み訓練および

放牧経験のない牛で放牧初期ストレスを緩和するための新たな馴致技術ならびにマダニ対

策技術の高度化について、実証試験等で得た成果をもとに従来より簡便でかつ確実な、利

用者にわかりやすい技術マニュアルを提示する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．本技術マニュアル（図 1）は、省力な放牧馴致技術およびマダニ対策技術の高度化に関

する技術情報を現地実証試験データに基づいて取りまとめたものである。また、利用者

がスムーズに実践に移せるよう、具体的な実施方法やポイントを図や写真を多用して紹

介し、さらに飼養管理の効率化に参考となる知見をコラムで取り上げている。 

２．車両への積み込み訓練は、離乳（8 週齢時）にあわせて 5 日間連続で行う。1 日 1 回、

1 人の訓練者がロープを使い運搬用トレーラーまで誘導（約 12ｍ）し、スロープを歩か

せて荷台に乗せ、報酬として角砂糖を与える。この訓練により、訓練から 5 週後では約

1/9 の時間で子牛を積み込めるようになり（非訓練牛 232.9 秒：訓練牛 28.9 秒）、また

その訓練効果は 10 ヵ月齢まで持続する（図 2）。 

３．放牧初期ストレスの緩和は、ビタミン E 粉末製剤を、預託放牧を開始する 2 週間前か

ら入牧まで体重 100kg あたり 5〜10g（日量）補給することで行う。未補給の対照牛では

ストレスレベルを反映するコルチゾール濃度が顕著に上昇する（移動直後、放牧開始 1

日目、14 日目）のに対し、補給牛では緩和される（図 3）。また補給牛は、暑熱の影響

と考えられる 15〜30 日目の体温上昇が抑えられる。 

４．マダニ対策は、放牧牛全頭に殺ダニ剤を適正頻度（放牧期間を通して概ね 2 週間ごと）

で使用することが望ましく、これにより牧野のマダニ生息数を減少させる（図 4）。対策

効果を十分に発揮させるためには、牧区の集約等による適正な放牧密度の保持と薬剤投

入量の維持、休牧によるマダニ発育サイクルの抑制、大型野生動物の牧場侵入阻止等が

重要である。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：全国の公共牧場（約 700 牧場）、畜産農家、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：全国の預託事業を行う牧場および利用畜

産農家、全国の耕作放棄地等で移動放牧を行う畜産農家 

３．その他：マニュアル冊子体は公共牧場および農協等普及指導団体の一部に配布済み。

農研機構ホームページからダウンロードできる（http://www.naro.affrc.go.jp/public

ity_report/pub2016_or_later/laboratory/nilgs-neo/tec_report/074180.html）。 
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［具体的データ］ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 ビタミン E‡補給の有無によるストレス関連指標への影響 

（平均値±標準誤差） 

調査対象：ホルスタイン種育成雌牛 
‡有効成分:酢酸 dl-α-トコフェロール（製品 100g 中 10g 含有） 

ab 処理間差あり(p＜0.05)、xy 処理間差の傾向(p＜0.1) 

*公共牧場移動前日値と差あり(p＜0.05) 

 

図 1 マニュアル冊子体の表紙と目次 
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図 2 車両積み込み訓練の効果 

調査対象：ホルスタイン種子牛（人工哺乳） 
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（石崎宏） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（生産システム） 

研究期間：2011～2016 年度 

研究担当者：石崎宏、深澤充、寺田裕、中野美和、芳賀聡、栂村恭子 

発表論文等： 

1)深澤(2013)日草誌、59(3):201-205 

2)農研機構(2017)「牧場管理効率化マニュアル−放牧馴致とマダニ対策編−」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/nilgs

-neo/tec_report/074180.html(2017 年 1 月 31 日) 
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図 4 殺ダニ剤の使用を適正頻度に改善した牧場におけるマダニ採集数の推移 
5 月と 6 月は 2 回採集 
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［成果情報名］飼料用ムギ類を活用した秋冬季における放牧延長のための作付け支援計算シート 

［要約］秋冬季における肉用種繁殖牛の放牧延長を計画する際に、どの飼料用ムギ類の草種

を、いつ頃播種すると、いつまで希望頭数をストリップ放牧できるかを算出する計算シー

トである。予測される放牧可能頭数と期間から、冬季の飼料の購入計画にも利用できる。 

［キーワード］放牧延長、エンバク、ライムギ、イタリアンライグラス 

［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 0287-37-7807 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

都府県の一般的な放牧飼養では、草量が不足する晩秋季に退牧して舎飼いに移るが、こ

の時期に別の放牧用草地を準備して放牧期間を延長することで、家畜飼養の省力化・低コ

スト化を一層推し進めることができる。 

そこで、秋播きしたエンバク、ライムギ及びイタリアンライグラスについて、繁殖雌牛

のストリップ放牧を前提に、放牧予定地域における適草種と放牧可能期間を予測できる計

算シートを作成し、効率的な放牧計画の策定を支援する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．簡単な項目（放牧予定地域における年平均気温、播種日及び放牧条件［面積、頭数、

入牧予定日］）を入力するだけで、エンバク、ライムギ及びイタリアンライグラスの草

地で、それぞれ何月何日まで放牧可能かが表示される（図 1）。 

２．表示される日付の根拠となる放牧可能日数は、年平均気温と播種日から推定される日

々の草量（図 2）と、家畜の体重比の一定量がストリップ放牧（図 3）によって過不足

なく採食されるとの仮定に基づいて算出される。 

３．表示された日付を目安にすることで、放牧予定地域における適草種及び播種時期を判

断でき、用意する牧区や頭数などの放牧延長計画や、冬季における飼料購入計画の立案

にも利用できる。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：放牧実践農家、普及指導員 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：南東北以南の積雪量が少なく、利用を想

定する期間に根雪が生じない地域を対象とする。普及場所は、耕起等の管理作業が可能

な土地とする。本作付け支援計算シートは、栃木県内の耕作放棄地を活用した周年親子

放牧実践農家で導入済みである。 

３．その他：施肥などの栽培管理は各地域の栽培基準に従うものとする。作付け支援計算

シートは畜産研究部門 web サイト内で公開する（http://www.naro.affrc.go.jp/nilgs-

neo/contents/program/ss4pwg/index.html）。利用予定地の年平均気温は、農研機構農

業環境変動研究センターの「メッシュ農業気象データ」(http://adpmit.dc.affrc.go.j

p/technical/files/rel67_1.pdf)の情報も参考になる。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 作付け支援計算シートのメイン画面  
白色のセルに必要項目を入力すると、黄色のセルに予測値が出力される。放牧牛の平均体重を 400kg
として計算しているが、実測値がある場合はその値を別画面にて入力することも可能である。  

図 2 牧草生育モデルによる草量の推定値と実測値の比較  
緑丸：推定値、灰丸：実測値  

年平均気温 8.7~21.7°C、播種日 8/6~12/4 のデータを用いた比較。 
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（中神弘詞、平野清） 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（27 補正「先導プロ」） 

研究期間：2011～2016 年度 

研究担当者：中神弘詞、平野清、北川美弥、井出保行 

発表論文等： 

1)中神ら(2017)日草誌、63(1):15-22

2)平野ら(2017)農研機構研究報告畜産研究部門、受理

3)中神(2018)「放牧期間延長のための作付け支援計算シート」

http://www.naro.affrc.go.jp/nilgs-neo/contents/program/ss4pwg/index.html(2018

年 2 月 21 日)

図 3 ライムギ草地でのストリップ放牧  
半日から 1 日で食べる量を与えるように電気牧柵を移動することで、踏み倒しを防ぎ、

効率的に牧草を利用できる。
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［成果情報名］ルーメン環境の改善に有効な活性型酵母ペレット化飼料 

［要約］水と３種類の賦形剤を混合して調製することにより酵母の活性を保ったままペレッ

ト化する牛用飼料の製造法を開発した。ペレット化により活性型酵母が取扱いやすくなり

嗜好性も向上するため、ルーメン環境改善用資材として幅広く活用できる。 

［キーワード］活性型酵母、ペレット、ルーメン環境、潜在性ルーメンアシドーシス 

［担当］畜産研究部門・家畜育種繁殖研究領域・繁殖性向上ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8630 

［分類］普及成果情報  
 

［背景・ねらい］ 

酵母は様々な効果を有するため、家畜の補助飼料として古くから活用されている。活性

型酵母は通常胞子の状態で貯蔵されているが、牛に給与するとルーメン内で出芽し、繊維

消化細菌や乳酸利用菌の活性を高めるなど、ルーメン環境を改善する効果があり、生産病

の原因となる潜在性ルーメンアシドーシスの予防に有効な資材として期待されている。  
活性型酵母の原体は顆粒状であるため（図１左）、ペレットに成形（図 1 右）したほう

が家畜に給与する時の利便性が高まり、嗜好性も向上する。しかし、製造過程での加圧や

それに伴って発生する熱で活性を失い、生菌数が減少するため、これまでペレット化は困

難であった。そこで、家畜用の飼料添加物として使用が認められているパン酵母

（Saccharomyces cerevisiae,アクティサフ SC47）を用いて、生菌数を減少させず利便性

の高いペレットを製造する技術を開発する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．ペレット製造時に水を添加することによりペレットの品温が低下する（表１）。 

２．水に加え、ビール酵母と米油を添加することにより、ペレット中の生菌数の減少を抑

えることができる。さらに、コーンスターチを添加することにより、ルーメン環境改善

に有効とされる生菌数 8.0logCFU/g 以上のペレットが製造可能である（表２）。 

３．この方法により、賦形剤として一般的な飼料原料であるビール酵母、米油及びコーン

スターチを用いて、活性型酵母（Saccharomyces cerevisiae,アクティサフ SC47）を５

％含む飼料用ペレットを調製することができる（図１右）。 

４．活性型酵母ペレットの出芽能は製造後室温で６ヶ月以上維持される。 

５．乳牛に活性型酵母ペレット化飼料を日量 100～200g（酵母として 5〜10g）給与する

と、その量に依存してルーメン菌叢を構成するエンドトキシン産生菌の割合が漸減し、

繊維分解菌の割合が増加する（図２）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：飼料の製造・販売業者、ならびに畜産農家（酪農家、肉用繁殖牛飼養農家

及び肥育農家） 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国 

３．その他：本成果の一部は農食研究推進事業「ルーメン発酵の健全化による乳牛の繁殖

性向上技術の開発」によって得られたものである。アクティサフ SC47 の原体は機能性飼

料として販売されている。活性型酵母のペレット化飼料は日産合成工業（株）で受注生

産されており、アクティサフ以外の活性型酵母のペレット化飼料も製造可能である。  
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  活性型酵母原体（左）とペレット化後（右）の形状  
 
 
 

表１ 水添加によるペレット品温の変化  
 

*（ ）内はロット数  
 
 
 
 
 
表２ ビール酵母、米油、コーンスターチ添加による生菌数の推移  

処 理 
生菌数（logCFU*/g）  
（平均値±標準偏差）  

製造原料  ペレット  

水添加のみ  8.6 3.0 以下 (1) ** 

水、ビール酵母、米油添加 8.7±0.09 7.2±0.13 (12) 
水、ビール酵母、米油、コーンスターチ添加  8.6 8.1 (3) 

*CFU: colony forming unit（コロニー形成単位）  
**生菌数 3.0logCFU/g は測定下限値、（ ）内はロット数  

（平子誠） 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（農食事業） 

研究期間：2013～2015 年度 

研究担当者：平子誠、上地さり（日産合成）、新子洋（日産合成）、伊藤稔（日産合

成）、上野豊（信州大農）、秋山清（神奈川県畜技セ）、蓮沼俊哉（富山県農総技

セ）、山本宏（石川県農総研セ）、横川広明（茨城県畜産セ）、山口倫子（千葉県畜総

研セ）、川嶋賢二（千葉県畜総研セ）、櫛引史郎 

発表論文等： 

1)上地ら「ペレット飼料及びペレット飼料の製造方法」特願 2017−9457（2017 年１月 23

日） 

処  理  
ペレット品温（℃）  

（平均値±標準偏差）  

水添加無  92.5 (1) * 
水添加有  46.2±2.5 (18) 
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図２ 活性型酵母の給与量とルーメン

菌叢を構成する細菌群の割合（％）  

酵母給与量  (1 日あたり ) 

64



2) Uyeno Y. et al. (2017) Anim. Sci. J. 88:119-124 
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［成果情報名］卵巣から卵胞内卵子を効率的に吸引採取する器具の開発 

［要約］適正な吸引圧を維持することにより簡単に卵巣の卵胞内卵子を採取する器具を開発

した。本器具は、本体とストッパー、ジョイント付きチューブで構成され、ヒト用痰吸引

器に接続する。本器具の使用により効率的で安定的な体外受精卵の生産が可能となる。 

［キーワード］未成熟卵子、卵胞内卵子吸引採取、体外受精卵生産 

［担当］畜産研究部門・家畜育種繁殖研究領域・家畜胚生産ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8630 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

高付加価値のエリート家畜の育種改良や増殖、生殖補助医療あるいは絶滅危惧種の動物

等において、体外受精や受精卵移植技術は、基礎研究から産子生産まで広く用いられてき

ている。家畜では、一度に多数の体外受精卵を短期間に安価に生産するためには、食肉処

理場由来卵巣の卵胞から採取された未成熟卵子を用いることが有効である。通常、卵子

は、注射器を用いて卵胞から手動吸引して採取される。しかし、吸引圧が低いと卵子が採

取されず、高いと体外成熟過程で必須である卵子周囲の卵丘細胞が剥離されて裸化されて

しまうことから、適正な吸引圧を維持しながら採取することが重要である。さらに、長時

間の卵胞吸引作業による疲労や手のひらの胼胝腫(べんちしゅ。いわゆるタコ）の発生も

散見される。そこで、簡易かつ安定した吸引圧によって効率的に卵胞内卵子を吸引できる

卵胞内卵子吸引採取器具を開発する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．開発器具を用いることにより、適正な吸引圧を維持することにより、容易に卵胞内卵

子を採取でき、効率的な体外受精卵生産が可能となる。 

２．開発器具区は、食肉処理場由来ウシ卵巣から卵丘細胞卵子複合体を採取する場合、対

照区に比べて卵巣１個あたりの吸引時間が 3/4 に短縮され、卵子の回収率とその品質、

体外受精卵の発生率は遜色のない成績が得られる（図２、表１）。 

３．開発した器具は、再利用が可能な本体とストッパー、ディスポーザブルの専用チュー

ブで構成され、本体とストッパーは着脱可能で、ストッパーはそのスライド操作により

チューブの内部通路を開閉できるため、吸引動作と吸引停止が容易である（図１）。 

４．チューブの先端にはジョイントがあり、ジョイントには注射針の針基をルアーロック

により接続固定でき、吸引針の刃先のカット面を一定の方向に維持できるため、卵胞内

卵子吸引作業を安定して行える（図１）。 

５．圧力を調節可能なヒト用痰吸引器（約４万円）を用いることにより、適正な吸引圧

（約 120mmHg＝約 16kPa）に設定でき（図１）、既存の吸引ハンドピースと真空計によ

る圧力調整弁付き卵子吸引捕集装置（定価 214,000 円）や生体内経腟卵子吸引装置（定

価 480,000 円）の使用に比べて安価である。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：体外受精卵を生産する都道府県組織、団体、企業、家畜人工授精所、開業

獣医師等、及び卵子を取り扱う試験研究機関、大学等 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国、海外 

３．その他：開発器具の使用により、術者による熟練度の問題が解消され、効率的で安定

的な体外受精卵の生産が可能となる。また、使用時には、針先が卵巣実質内に存在する

場合にのみ吸引圧をかけることで裸化卵子の割合を低減できる。販売価格として本体と

ストッパーは約 10,000 円／組、チューブは約 200 円／本を想定している。  
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

（的場理子） 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（（財）伊藤記念財団） 

研究期間：2015～2017 年度 

研究担当者：的場理子、御澤弘靖（ミサワ医科工業(株)）、横山輝智香（熊本県農研セ畜

産研究所）、伊藤愛（宮城県畜産試験場）、多治見紫織（多治見牛 ET クリニック） 

発表論文等：的場ら「卵胞内卵子吸引採取器具」実用新案登録 3213756 号（2017 年 11 月

図１  開発した卵胞

内卵子吸引器具（本

体、ストッパー、チュ

ーブ）の概要 

卵子採取方法 卵巣数 穿刺卵胞数 採取卵子数
対照区 14 219 130 59.4 ± 8.5

開発器具区 14 229 133 58.1 ± 6.4
4回反復. 平均値± 標準誤差. 両区に有意差なし.

回収率（％）

図２ 卵巣 1 個あたりの卵胞吸引時間および体外受精後の胚発生率 

表１ 卵子の回収率 
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8 日） 
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［成果情報名］新しく改訂した日本飼養標準・乳牛(2017 年版)の公表 

［要約］飼養管理技術の進歩、家畜栄養学に関する研究の進展、環境問題、飼料を取り巻く

情勢等が変化していることから、日本飼養標準・乳牛を改訂し、2017 年版として公表す

る。 

［キーワード］日本飼養標準、乳牛、養分要求量、改訂 

［担当］畜産研究部門・家畜代謝栄養研究領域・精密栄養管理ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8654 

［分類］普及成果情報

［背景・ねらい］ 

家畜・家禽の日本飼養標準は、家畜等の成長過程や生産量等に応じた適正な養分要求量

を示したものであり、わが国における家畜飼養の基礎となるものである。そのため、生産

現場のみならず、行政、普及、教育機関等の分野で幅広く用いられている。日本飼養標準

・乳牛（2006 年版）が公表されてから 11 年が経過し、家畜栄養学に関する研究の進展、

飼養管理技術の進歩、環境問題、飼料を取り巻く情勢等が変化し、従来の飼養標準に修正

あるいは補足すべき部分が生じてきている。そこで、わが国における現在の酪農情勢に即

するため、日本飼養標準・乳牛を改訂し、2017 年版として公表する。

［成果の内容・特徴］ 

１．日本飼養標準・乳牛(2017 年版)には、Windows7、8 および 10（64 ビット、32 ビッ

ト）で利用可能な養分要求量プログラム、飼料診断プログラムが CD-ROM で添付されて

いる（写真 1）。

２．初産牛の泌乳初期における乾物摂取量推定のための補正式が見直されている（図

1）。子牛の離乳前のカーフスターターの摂取量、および離乳後から 3 ヶ月齢までの乾

物摂取量の推定式が新たに導入されている（図 2）。これらは飼料設計時の飼料栄養濃

度を決定する際の参考になる。

３．輸入濃厚飼料の価格高騰により、国産飼料の生産基盤の確立・強化が推進されている

が、乳牛での利用も高まっている飼料用米やイアコーン、そして高糖分高消化性のイネ

発酵粗飼料品種を含めた飼料用イネなど、国内飼料資源の利用技術に関する解説が充実

している。 

４．泌乳曲線の平準化の考え方による泌乳持続性の改良、子牛価格高騰により重要性が増

している乳牛の長命連産性、生涯生産性向上などの解説が新たに加えられている。 

５．泌乳量増加に応じた高エネルギー飼料給与時のルーメン発酵に関する情報、搾乳ロボ

ットでの飼養管理技術、乳房炎の情報等の追加・充実など、海外を含めた新しい知見も

紹介されている。 

６．初産牛のふん尿量および窒素出納の平均値の見直し等、畜産環境問題に関する解説が

充実している。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：酪農に関わる生産者、飼料工業関係者、農業者大学校、研究者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：販売から 1 ヵ月で 700 冊強、教科書需要

もあるため、年度内に初版(2000 部)完売見込み。 

３．その他：日本飼養標準・乳牛(2017 年版)は公益社団法人中央畜産会が定価 3,500 円

(+税)で販売している。畜産関係雑誌(畜産コンサルタント、畜産技術、農家の友)で解

説記事を掲載し、また、畜産関係研究会(九州乳牛研究会、全国畜産関係者普及指導員

調査研究会、自給飼料利用研究会等)において講演している。 
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［具体的データ］ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

写真 1 日本飼養標準・乳牛(2017 年版)と添付の CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（野中最子、樋口浩二、永西修、阿部啓之） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2013～2017 年度 

研究担当者：野中最子、永西修、阿部啓之、田鎖直澄、樋口浩二、荻野暁史、青木康浩、

田中正仁、鈴木知之、真貝拓三、三森真琴、神谷裕子、西浦明子、佐々木修、野中和久 

発表論文等： 

1)野中ら(2012)日畜会報、83(2):133-144 

2)野中ら(2012)日畜会報、83(4):345-356 
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図1　初産牛の泌乳初期における乾物
摂取量の実測値、2006年版推定値、

2017年版推定値

図2　離乳前後の子牛の乾物摂取量の
推定値 (6週齢離乳の場合)
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［成果情報名］豚舎汚水の処理水から硝酸性窒素を効果的に除去できる硫黄脱窒処理技術 

［要約］硫黄脱窒システムによる高次処理により、豚舎汚水浄化処理実施設からの硝酸性窒

素約 250mg/L の排水を平均 100mg/L 以下の処理水に低減できる。約 8 ヶ月間の連続した農

家施設検証で、平均気温 14 度の環境条件で硝酸性窒素濃度除去率は約 65％である。  
［キーワード］硝酸性窒素等、硫黄脱窒、水質汚濁、窒素浄化、排水処理 

［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 029-838-8673 

［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

養豚排水は硝酸性窒素等について水質汚濁防止法による暫定排水基準の適用を受けてい

るが、一般基準（100mg/L）の早期達成に向けた努力が社会的に求められている（次期の

見直しは平成 31 年 6 月）。畜産における実用的かつ効果的な汚水処理技術の開発推進が

要請されている（「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」平成 27 年 3 月農

林水産省、「養豚農業振興法」平成 26 年７月）。養豚排水浄化新技術として 2014 年度に

開発された技術（研究成果情報「粉末硫黄を利用した畜舎排水中硝酸性窒素低減システ

ム」http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/nilgs/2014/nilgs14_s2

0.html）を現場実証し、農家導入可能な実用技術提案を目指す。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．３年間の共同研究（千葉県、畜産環境整備機構）の検証によれば、実排水試験におい

ても硫黄脱窒処理システムの窒素除去効果は高い。図２のリアクターに硫黄脱窒用資

材を 500 ㎏充填して豚舎汚水浄化施設の処理水を連続通水すると、資材容積あたり滞

留時間 0.7～1.5 日、水温 5.5～23.9℃の条件下で硝酸性窒素を効果的に低減できる。 

２．原水硝酸性窒素の平均 244.6mg/L に対し、処理水硝酸性窒素は平均 88.5mg/L で平均

除去率は約 65％である。 

３．粉末硫黄に炭酸カルシウムを混合、さらに界面活性剤を配合して親水化処理し作製し

た硫黄脱窒用新資材は、窒素負荷量 0.17～0.40kg/トン-資材/日の負荷条件で高い除去

効果を低温条件下でも発揮し、脱窒活性の進行に伴い増加する硫酸イオン（SO 4
2--S）

による処理水の pH 低下を回避、処理水は水質汚濁防止法に準拠している（図１下

段）。 

４.リアクターの原水投入区画は、天端を初期水位より１ｍ程度高くすることで、資材が

圧密しても通水を維持できる（図２）。  
５．硫黄脱窒処理に関する施設設計（施設規模、通水速度、温度管理等）を導入施設毎個

別に算出するため、検証用リアクターを試作した（図３）。浄化施設の温度条件、環

境規制や目標水質に適合した硫黄脱窒処理システムの設計が可能である。 

 
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：養豚経営の汚水浄化処理施設 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国の汚水浄化処理施設を持つ養豚経営 

３．所要経費：母豚 100 頭規模の経営において 200 ㎎/Ｌの硝酸性窒素等を 100 ㎎/Ｌに低

減させる場合を想定すると、施設の設置費は 95～145 万円（管材、電工費、施工費を含

む）、ランニングコストは、資材費と電力費で 714～1674 円／日と試算される。 

４．長期間稼動でカルシウムを含有する硫黄資材の生成物（硫酸カルシウム）が固化する

場合がある。定期的な攪拌や振動による回避処置を想定し、上記設置費には 14 万円の

バイブレータが含まれている。 

５．その他：千葉県担い手支援課 HP の“フィールドノート”に本技術に関する詳細情報

が掲載される(http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/network/field-rireki.html)。
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また「さわやか畜産総合展開事業」（千葉県）の補助対象技術である。硫黄脱窒資材は

加藤産商（株）より入手可能である。 

 

［具体的データ］ 

 

図１ 硫黄脱窒実証試験の原水および処理水の NO 3
—-N と pH、リアクター水温の推移 

 

図２ 硫黄脱窒リアクターの概要          図３ 検証用リアクター（容積 0.8 ｍ３） 

   （容積２ｍ３）  
（長田隆） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金  
研究期間：2015～2017 年度 

研究担当者：長田隆、長谷川輝明（千葉県畜総セ）、田中康男（畜環機構） 

発表論文等： 

0
50

100
150
200
250
300
350

原水 処理水
NO3

--N（mg/L）

硫黄脱窒用資材

20㎏追加

硫黄脱窒用資材

40㎏追加

0

10

20

30

3

5

7

9

10/7 12/6 2/4 4/5 6/4

処理水pH リアクター水温

pH ℃

72



1)長谷川ら(2017)日本畜産環境学会誌、17(1):26-35 

2)長谷川ら(2013)日本畜産学会報、84(4):459-465 

3)田中、長谷川「簡易加温システムを備えたリアクターによる養豚排水の硫黄脱窒技術」

特開 2017-100088(2017 年 6 月 8 日) 
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［成果情報名］ブレンド適性に優れる寒冷地向け超強力小麦「銀河のちから」 

［要約］「銀河のちから」は、強靱なグルテンを持つ超強力小麦でパン・中華めん用のほ

か、グルテンの質が弱い小麦とのブレンド利用も可能である。縞萎縮病に強く、穂発芽し

にくいため、収量・品質が安定している。 

［キーワード］小麦、超強力、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 029-838-7410 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

東北地域ではパンや中華めん原料の小麦品種として、「ナンブコムギ」や「ゆきちか

ら」が栽培されているが、両品種とも生地の力が不足し、製造できる製品が限定されてい

る。また、縞萎縮病や穂発芽に対する耐性が不十分で、品質･収量が安定しない。そこ

で、DNA マーカー選抜によりグルテンが強靱な特性を有するとともに、縞萎縮病に強く穂

発芽しにくいパン・中華めん用およびブレンド用の超強力小麦品種を育成する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．「銀河のちから」は「盛系 C-138（後の「東北 209 号」）」を母、「東北 205 号（後

の「ハルイブキ」）」を父とする人工交配の後代から、DNA マーカー選抜によりグルテ

ンが強靱な系統を選抜し育成した。 

２．粗たんぱく質含有率は「ゆきちから」と同程度である。生地の伸長度は短いが伸張抵

抗が強くてグルテンの質が強靱である（表 1）。 

３．「ゆきちから」と比べ、灰分含有率は低く、製粉歩留が高く、粉の色相は明度と黄色

みは近似するが赤みは高い（表 1）。 

４．製パン適性は概ね「ゆきちから」や「ナンブコムギ」と同程度であるが、ブレンド適

性があり、これらの品種と小麦粉を混合するとパンの体積と官能評価点が大きく向上

し、輸入小麦の「HRW」より優れる（表 2）。 

５．中華めん適性は「ゆきちから」や「ナンブコムギ」と概ね同程度で「HRW」より優れ

る（表 2）。 

６．「ゆきちから」より成熟期が２日遅く、稈長が 5cm 短い。収量は「ゆきちから」と同

程度であるが、容積重が大きく、外観品質が優れる（表 3）。 

７．「ゆきちから」と比べて、耐雪性は劣るが、耐倒伏性と耐穂発芽性は優れる。縞萎縮

病に強く、「ナンブコムギ」より優れる（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：耐雪性から判断し、栽培適地は東北・北陸の平坦地

（目安は根雪期間 80 日以下）である。2017 年産で岩手県（奨励品種採用）222ha、宮

城県 10ha、秋田県 74ha 

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 80 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］ 

                    

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（業務・加工用） 

研究期間：1995～2017 年度 

研究担当者：谷口義則、伊藤裕之、中村和弘、吉川亮、平将人、八田浩一、前島秀和、池

永幸子、中村俊樹、伊藤美環子、石川吾郎、中村洋、伊藤誠治、氷見英子、中丸観子 

発表論文等： 

1)谷口ら「銀河のちから」品種登録第 23403 号（2014 年 5 月 2 日） 

2)谷口ら（2013）東北農研研報、115:21-36 

灰分 粗たん 製粉 灰分 粗たん 伸張 伸張
ぱく質 歩留 　 ぱく質 明度 赤み 黄色み 抵抗 度

% % % % % L* a* b* B.U. mm
銀河のちから 1.53 13.3 73.4 0.37 12.0 88.2 0.54 12.1 842 164
ゆきちから 1.59 13.1 71.6 0.40 11.8 88.2 0.46 12.3 232 219
ナンブコムギ 1.68 13.6 64.0 0.40 12.1 87.7 0.34 16.6 182 228
１ＣＷ 1.54 13.4 73.5 0.46 12.5 88.1 0.32 13.9 462 206
ＨＲＷ 1.46 11.6 72.1 0.43 10.5 88.3 0.15 14.6 655 170
注）2010～2015年度の6カ年平均、東北農業研究センター水田ドリル播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。生地の伸張

　抵抗は生地を引き伸ばした時の反発力、伸長度は引きちぎれるまでに伸びた距離で、エキス

　テンソグラムで測定し、こねてから135分後の測定値を記載した。　　

体積 官能評 合計

点数 価点数 点数

17.7 48.7 66.4
16.5 49.0 65.5
21.3 51.5 72.8
20.0 45.8 65.8
24.3 50.2 74.5
23.5 56.0 79.5
19.3 48.4 67.7

注）分析材料は表１に同じ。製パン試験は2009～2010年度の2カ年平均。ストレート法で実施。

　配点は体積30点、官能評価70点。中華めん試験は2010～2015年度の6カ年平均。旧食品総合

　研究所の方法に準拠し、配点は100点。　

出穂期 成熟期 稈長 穂長 穂数 収量 標準比 容積重 千粒重 外観
月/日 月/日 cm cm 本/㎡ kg/a % g g 品質

銀河のちから 5/20 7/5 85 9.1 498 49.5 100 856 39.8 中中

ゆきちから 5/19 7/3 90 9.1 552 49.5 100 840 40.5 中下

ナンブコムギ 5/19 7/2 99 10.7 500 39.1 79 841 45.0 下中
注）2010～2016年度の7カ年平均、東北農業研究センター水田ドリル播成績

播 耐雪 耐倒 穂発 縞萎 赤か うどん 赤さ
性 性 伏性 芽性 縮病 び病 こ病 び病

銀河のちから Ⅳ やや弱 強 難 強 中 中 中

ゆきちから Ⅴ やや強 やや強 中 強 やや弱 強 強

ナンブコムギ Ⅴ やや強 弱 難 弱 中 やや強 やや弱
 注）2010～2016年度の7年間に実施した特性検定試験成績に基づいて判定した。

　病害および諸障害抵抗性は極弱（極易）～極強（極難）の9段階区分。

質含有率

％

11.8

10.4

表２　「銀河のちから」の製パン適性、ブレンド適性および中華めん適性

11.8
-

11.5
-

12.0

（谷口義則、伊藤裕之、池永幸子、中丸観子、中村俊樹）

生地
色相

１ＣＷ
ＨＲＷ

製パン試験 中華めん試験

官能評価

品　種　名
銘　柄　名

ナンブコムギ50％＋銀河のちから50％

ゆきちから50％＋銀河のちから50％

ゆきちから
銀河のちから

品　  種 　 名
混　合　割　合
銘　  柄　  名

ナンブコムギ

品　種　名

品　種　名

表１　「銀河のちから」の原麦品質、製粉性、小麦粉の品質および生地特性

表３　「銀河のちから」の生育特性、収量性および子実特性

表４　「銀河のちから」の播性、障害・病害耐性

原粒含有率

72.2
-
-

69.1

合計点

72.6
70.7

-

60％粉含有率 60％粉

粗たんぱく
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［成果情報名］フランスパン加工適性が高い暖地・温暖地向け準強力小麦新品種「さちかおり」 

［要約］「さちかおり」は早生で稈長がやや短く耐倒伏性のパン用硬質小麦である。穂発芽性がや

や難で、容積重が大きい。アミロース含量はやや低く、穀粒硬度が高い。生地の力は「ミナミノ

カオリ」よりやや弱く準強力的でフランスパン適性がある。 

［キーワード］コムギ、フランスパン、準強力小麦、半数体育種 

［担当］九州沖縄農業研究センター・水田作研究領域・小麦・大麦育種グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-7410 
［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］ 

九州地域で広く栽培されているパン用小麦「ミナミノカオリ」は、成熟期がやや遅く、穂発芽

性がやや易であるため穂発芽被害を受けやすく、しばしばその被害が問題となっている。その一

方で実需者からはフランスパンに適する小麦品種が欲しいとの要望がある。そこで、実需者とフ

ランスパン焼成試験で連携し、フランスパン適性のある早生で穂発芽性を改善したパン用小麦品

種を開発する。 
 

［成果の内容・特徴］ 

１．「さちかおり」は｢西海 174号｣を母、｢中系 05-44｣を父として人工交配を行い、得られた F１

個体由来の半数体倍加系統より選抜する半数体育種により育成された品種である。 

２．播性の程度は IIの春播性で、「ミナミノカオリ」と比較して、出穂期と成熟期は２～３日程

度早い早生種で、稈長は短く、倒伏程度は同等で耐倒伏性がある（表１）。ふ色は黄白色で有

芒種である。 

３．「ミナミノカオリ」と比較して、穂数が多く多収である。容積重が大きく、千粒重はやや小さ

い。外観品質はほぼ同程度である（表１）。 

４．穂発芽性は「やや難」、縞萎縮 I型抵抗性は「やや強」、うどんこ病抵抗性は「中」、赤さび

病および赤かび病抵抗性は「やや弱」である。 

５．「ミナミノカオリ」と比較して、原粒のたんぱく質および灰分含量は少ないが、穀粒硬度が

高い。60%歩留の粉のアミロース含量はやや低く、生地の力はやや弱く準強力的である（表２）。 

６．フランスパン加工適性がすぐれる。「ミナミノカオリ」に比較して、体積が大きく、焼き色が

濃く（図１）、2016年佐賀県現地産材料を用いた加工適性試験では、フランスパンは風味が高

く（香気成分分析データ省略）、うま味および甘味成分であるアスパラギン酸、グルタミン酸、

グルタミン、グリシン、アラニン含量が高い（表３）。 

 

［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：栽培適地は温暖地以西の平坦地。2017年佐賀県主要農産物

種子協会より許諾申請が有り、佐賀県東部地域を中心に普及見込み面積は 30ha（2020年産）。 

３．その他：フランスパン用途としての「さちかおり」の目標原粒たんぱく質含量は 11.5％で

ある（実需者評価より）。目標たんぱく質含量となるように実肥を適当量施用する必要があ

る。 
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［具体的データ］ 

表１ 「さちかおり」の生育特性、収量性および子実特性 

 
表２ 「さちかおり」の製粉性および小麦粉の品質 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 実需者によるフランスパン焼成試験（2013年九州沖縄農業研究センター産材料） 
 

表３ 遊離アミノ酸分析（2016年佐賀県産材料 実需者実施 mg/100g） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中村和弘） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（業務・加工用） 
研究期間：2005～2017年度 
研究担当者：中村和弘、境哲文、平将人、松中仁、杉田知彦、塔野岡卓司、西尾善太、河田尚之、藤田雅
也、八田浩一、久保堅司、小田俊介、乙部千雅子、関昌子、石川直幸、高田兼則、谷中美貴子、池田

ミナミノカオリ さちかおり

灰分　0.41%
たんぱく質 10.2%

灰分　0.43%
たんぱく質 10.2%

　アスパラギン酸 6.0 11.4 0.3 7.9

　グルタミン酸　 3.1 14.6 1.6 7.9

　グルタミン 0.8 7.5 0.1 0.9

　グリシン 1.0 1.5 0.9 2.2

　アラニン 2.6 6.0 0.5 2.5

　プロリン 1.0 1.3 1.9 2.9

うま味成分

遊離アミノ酸

小麦粉 フランスパン

ミナミノカオリ さちかおり

甘味成分

たんぱく
質含量

(%)

灰分
含量
(%)

穀粒
硬度
(HI)

たんぱく
質含量

(%)

灰分
含量
(%)

ｱﾐﾛｰｽ
含量
(%)

色相
L*

色相
a*

色相
b*

吸水率
(％)

ﾊﾞﾛﾘ
ﾒｰﾀ

ﾊﾞﾘｭｰ

力の
程度
(㎠)

伸長
抵抗
(BU)

伸長度
(mm)

形状
係数

さちかおり 11.1 1.46 72.2 69.2 10.4 0.46 27.4 88.1 0.71 13.3 68.7 47 98 456 166 2.7

ミナミノカオリ 12.8 1.63 63.6 69.4 11.8 0.45 29.9 88.3 0.67 13.2 67.8 61 131 479 217 2.2

１CW 13.0 1.60 75.4 71.9 12.8 0.50 29.6 88.5 0.80 14.3 71.2 69 115 440 210 2.1

HRW 12.3 1.56 70.4 70.2 11.6 0.47 29.0 88.3 0.73 13.6 64.2 62 141 655 177 3.8

ファリノグラム エキステンソグラム(135分）

2009年～2013年度の5ヵ年平均（エキステンソグラムは2011～2013年度の３ヵ年平均）．九州沖縄農業研究センター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．

品　種　名

原　粒
製粉
歩留
(%)

６０％粉

品　種　名
出穂期
(月.日)

成熟期
(月.日)

稈長
(cm)

穂長
(cm)

穂数
(/㎡)

倒伏
程度

赤かび
病

うどんこ
病

赤さび
病

子実重
(ｋg/a)

容積重
(g/ｌ)

千粒重
(g)

外観
品質

穂発芽検定
発芽率(%)

さちかおり 4.08 5.28 80 8.8 490 1.1 0.7 2.5 0.7 58.1 840 35.7 4.8 34.6

ミナミノカオリ 4.10 5.31 85 8.5 475 1.1 0.9 0.2 0.3 52.8 818 39.3 5.4 81.0

2009年～2013年度の5ヵ年平均．九州沖縄農業研究センター生産力検定試験成績．倒伏および病害は：無（0)～甚(5)の6段階評価．外観品
質は上上(1)～下下(9)．穂発芽検定（2010～2013年度）は雨避け栽培したサンプルを成熟期に収穫し，手で脱穀した種子のシャーレ上の発
芽率（15℃）．
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達哉 
発表論文等：中村ら「さちかおり」品種登録第26589号（2018年2月9日） 
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［成果情報名］多収で製粉性に優れる日本めん用の小麦新品種「びわほなみ」 

［要約］小麦「びわほなみ」は「農林 61 号」より多収で、製粉性に優れる日本めん用小麦で

ある。子実灰分が低く、子実へのカドミウム蓄積が少ない。アミロース含有率がやや低く、

ゆでめんの粘弾性となめらかさが優れる。 

［キーワード］小麦、多収、製粉性、製めん適性、子実カドミウム 

［担当］西日本農業研究センター・水田作研究領域・麦類育種グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-7410 

［分類］普及成果情報  
 

［背景・ねらい］ 

「農林 61 号」や「シロガネコムギ」などの温暖地の日本めん用小麦品種は、製粉性や

製めん適性が輸入小麦銘柄と比べて劣るため、その改善が求められている。また、これら

の品種は、近年、収量が低下傾向にあることから収量性の向上が求められている。現在、

小麦の子実カドミウム濃度の国内基準値は設定されていないが、リスク低減の観点から、

低蓄積性品種の育成が望まれている。そこで、多収で製粉性や製めん適性に優れ、子実カ

ドミウム低蓄積性の日本めん用小麦品種を育成する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．小麦「びわほなみ」は早生で製粉性が優れる「中国 153 号」を母、多収で製粉性がか

なり優れ、子実カドミウム低蓄積性の「北見 81 号（後の「きたほなみ」）」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．育成地では「農林 61 号」と比べて出穂期は 3 日、成熟期は 2 日早い。稈長はやや短

く、穂長は同程度で、耐倒伏性は強い（表 1）。 

３．「農林 61 号」と比べて収量は 1 割程度多く、容積重は大きい。千粒重と外観品質は

同程度である（表 1）。 

４．穂発芽性は“中”、赤かび病抵抗性は“弱”である（表 2）。 

５．「農林 61 号」と比べて、子実蛋白質含量はやや低い。子実灰分が低く、子実カドミ

ウム濃度が低い（表 3、表 4）。 

６．製粉性は日本めん用の輸入小麦銘柄である ASW と比べて、製粉歩留、ミリングスコア

が高く、優れる。アミロース含量はやや低く、“やや低アミロース”である。粉の色相

は、明度がやや低いが、赤色みが低く、黄色みがやや高い。「農林 61 号」と比べて、

製粉性はかなり優れ、色相は優れる（表 3、表 4）。 

７．製めん評価は ASW と同程度である。「農林 61 号」と比べて、ゆでめんの色、外観、

粘弾性、なめらかさが優れる（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：栽培適地は温暖地西部の平坦地。滋賀県

において奨励品種採用予定で、普及予定面積は 2022 年産で 3000ha。 

３．その他：赤かび病に弱いため、適期防除を行う必要がある。子実蛋白質含量がやや低

いので、必要に応じて実肥を施用する。 
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系統名
品種名

出穂期
(月.日)

成熟期
(月.日)

稈長
(cm)

穂長
(cm)

穂数
(本/㎡)

倒伏
程度

収量
(kg/a）

標準
対比
(%)

容積重
(g)

千粒重
(g)

外観
品質

蛋白質
含量
(%)

びわほなみ 4.13 6.01 81 8.6 446 0.0 54.1 115 824 38.1 5.1 7.8
農林61号 4.16 6.03 88 8.6 412 0.3 46.9 100 808 39.3 4.9 8.0
ｼﾛｶﾞﾈｺﾑｷﾞ 4.12 5.30 77 8.8 414 0.3 47.2 101 820 36.0 5.2 8.6

Ⅰ型 Ⅲ型
びわほなみ 中 弱 やや弱 やや弱 やや弱 弱 I
農林61号 中 中 中 中 やや弱 弱 II
ｼﾛｶﾞﾈｺﾑｷﾞ やや易 やや強 弱 やや弱 強 弱 II

系統名
品種名

穂発芽性
赤かび病
抵抗性

赤さび病
抵抗性

うどんこ病
抵抗性

縞萎縮病抵抗性
播性

明度

L*

赤色み

a*

黄色み

b*

びわほなみ 7.8 1.48 70.5 87.3 6.6 0.35 20.8 89.9 -1.92 15.5
農林61号 8.1 1.67 62.1 77.8 6.7 0.39 23.8 89.9 -1.67 14.4
ｼﾛｶﾞﾈｺﾑｷﾞ 8.8 1.54 64.0 80.4 7.1 0.37 23.9 90.4 -1.89 14.6
さとのそら 8.5 1.66 67.1 82.4 7.2 0.39 24.2 90.2 -2.23 17.5
ASW 9.8 1.33 68.6 84.5 8.6 0.37 22.0 90.3 -1.80 14.6

品種名
系統名

製粉

蛋白質

含量

(%)

灰分

含量

(%)

60％粉子実

ｱﾐﾛｰｽ

含量

(%)

色相
蛋白質

含量

(%)

灰分

含量

(%)

製粉

歩留

(%)

ﾐﾘﾝｸﾞ

ｽｺｱ

蛋白質

含量

(%)

灰分

含量

(%)

製粉

歩留

(%)

ﾐﾘﾝｸﾞ

ｽｺｱ

蛋白質

含量

(%)

灰分

含量

(%)

色

(20)

外観

(15)

硬さ

(10)

粘弾

性

(25)

なめら

かさ

(15)

食味

(15)

合計

(100)

びわほなみ 9.0 1.33 75.1 90.8 7.4 0.35 14.9 10.2 6.1 19.7 11.7 10.7 73.3
さとのそら 10.4 1.59 69.8 86.5 8.6 0.34 14.0 10.5 7.0 17.5 10.5 10.5 70.0
ASW 10.5 1.24 72.7 86.5 9.3 0.40 14.3 10.8 7.1 19.8 11.3 11.5 74.6
びわほなみ 9.0 1.35 72.5 88.8 7.7 0.34 15.2 11.8 8.0 21.0 12.3 12.5 80.8
農林61号 10.3 1.60 64.1 80.1 8.8 0.37 12.4 9.1 7.2 16.8 9.8 12.1 67.3
ASW 9.8 1.25 70.2 85.8 8.6 0.37 16.0 12.0 8.0 20.0 12.0 12.0 80.0

栽培地

西日本
農研

滋賀

製めん評価子実 製粉 60％粉
品種名
系統名

［具体的データ］ 

表 1 「びわほなみ」の農業特性および子実特性 

 
 
 
 
 

注）2014-2016 年度の 3 カ年平均。西日本農研生産力検定試験（条播）成績。播種期は 11 月 17 日～ 24 日。

播種量は 150 粒 /m 2。窒素施肥量（ kg/10a）は基肥： 6.5、追肥 1（ 2 月上旬）： 2.6、追肥 2（ 3 月中旬）：

2.6。外観品質は 1（下下）～ 5（中中）～ 9（上上）。  

表 2 「びわほなみ」の障害・病害耐性および播性 

 
 

 

 

注） 2010-2016 年度の特性検定試験成績に基づく総合判定。縞萎縮病抵抗性は単年度の評価。  

表 3 「びわほなみ」の原麦品質、製粉性、小麦粉の品質特性 

  
 
 
 
 
 
 
 

注）2014-2015 年度の 2 カ年平均。西日本農研生産力検定試験（条播）の生産物について分析。「さとのそ

ら」は群馬県から分譲された標準品。ASW は製粉協会から提供された日本めん用の輸入小麦銘柄。ミリング

スコアは製粉歩留と灰分の移行程度から算出される製粉性の評価値で、高い方がよい。   

表 4 「びわほなみ」の実需者による品質評価 

  
 
 
 
 
 
 
 
注）西日本農研は生産力検定試験（ドリル播）の生産物を供試し、2013-2014 年度の 2 カ年平均。滋賀は滋

賀県農業振興センターの生産物を供試し、2013-2015 年度の 3 カ年平均。「さとのそら」は群馬県から分譲

された標準品。 ASW は製粉協会から提供された日本めん用の輸入小麦銘柄。  

 
（谷中美貴子、高田兼則）  

 
［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（食の安全・動物衛生プロ） 

研究期間：2005～2017 年度 

研究担当者：高田兼則、谷中美貴子、石川直幸、船附稚子、伴雄介、加藤啓太 

発表論文等：高田ら「びわほなみ」品種登録出願第 32603 号（2017 年 11 月 22 日） 
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［成果情報名］寒雪害に強いビール醸造用二条大麦「小春二条」 

［要約］「小春二条」は、二条大麦としては耐寒雪性が強く、東北・北陸地域の既存の六条

大麦品種と比べ、麦芽エキスやジアスターゼ力などのビール醸造に関連する特性が優れて

いる。穂発芽しにくく、赤かび病に強く、穀粒は大きく外観品質が優れる。 

［キーワード］二条大麦、醸造、耐雪性、麦芽エキス、ジアスターゼ力 

［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 029-838-7410 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

東北・北陸の寒冷地では地元産麦を使用したいわゆる地ビールが数社から販売されてい

る。しかし、既存のビール用二条大麦は耐寒性や耐雪性が劣り、生産量や品質が安定しな

いため、耐寒性、耐雪性の優れる六条大麦による代替、あるいは二条大麦の春播栽培によ

る対応がなされている。しかしながら、これらは秋播二条大麦と比べ醸造に係わる品質が

劣る。そこで、寒冷地にも高品質な原料を供給することを目的として、耐寒性、耐雪性に

優れる二条大麦品種を育成する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．「小春二条」は「ニシノゴールド」と「ミユキオオムギ」の雑種第１代を母に「九州

二条 11 号（後の「ミハルゴールド」）」を父とする人工交配の後代から育成した品種

である。 

２．麦芽エキス、ジアスターゼ力および総合的に醸造適性を評価する指標である麦芽評点

が寒冷地の六条大麦主力品種である「ミノリムギ」より高く、ビール醸造適性に優れる

（表 1）。 

３．耐寒性および耐雪性は“やや弱”で「ミノリムギ」より劣るが（表 2）、既存の二条

大麦品種「あまぎ二条」等と比べると明らかに雪害に強い（図 1）。 

４．耐倒伏性および穂発芽性は“中”、縞萎縮病抵抗性は I 型に“極強”、II 型に“や

や強”、赤かび病抵抗性は“やや強”、うどんこ病抵抗性は“中”、小さび病抵抗性は

“弱”である（表 2）。 

５．播性が II で（表 2）、出穂期および成熟期が「ミノリムギ」とほぼ同程度の中生品

種である。早生の主力品種「シュンライ」と比べると出穂期は６日遅い（表 3）。 

６．稈長は「ミノリムギ」と同程度のやや長稈種で、穂数が多く、収量は少ないが、千粒

重、容積重は大きい（表 3）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：地ビール（クラフトビール）製造者及び委託生産を行う生産者。耐雪性か

ら判断し、栽培適地は東北・北陸の平坦地（目安は根雪期間 80 日以下）である。 

２．普及予定地域・普及予定面積：岩手県、宮城県、秋田県、新潟県、石川県、長野県で

それぞれ数 10ａ規模の栽培が行われている。 

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 80 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。また、稈長が長く、穂数が多くなりやすいので、倒伏を防ぐため、肥

沃地では早播を避け、施肥量を控えめにする。 
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［具体的データ］ 

 

図１  「小春二条」（左）と「あまぎ二条」（右）の雪害発生状況  

2008 年 3 月 14 日撮影  東北農業研究センター圃場。根雪期間 88 日。  

「小春二条」は一部の葉身が枯死し耐雪性“やや弱”、「あまぎ二条」  

は全個体枯死しており“極弱”と判断される。  

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：1995～2017 年度 

研究担当者：谷口義則、伊藤裕之、中村和弘、吉川亮、平将人、八田浩一、前島秀和、中

村洋、池永幸子、伊藤美環子、伊藤誠治、中村俊樹、氷見英子、中丸観子 

発表論文等： 

1)谷口ら「小春二条」品種登録第 17314 号（2009 年 2 月 6 日） 

2)谷口ら（2009）東北農研研報、110:1-15 

小春二条

ミノリムギ
注）東北農業研究センター水田産。2004～2005年度の2カ年平均。

　寒冷地で育つ他の二条大麦がないため、六条大麦と比較する。麦芽品質は7項目で

　評価されるが、上表では最も重要な2項目を記載。麦芽エキスは糖類やアミノ酸等

　の可溶性抽出物の量でアルコール収量の目安となる。ジアスターゼ力はでん粉分解

　能力。麦芽評点は7項目の値を点数化し合計したもの。配点は100点。

表１　「小春二条」の麦芽（醸造）品質

品　種　名
麦　芽
エキス
dm%

82.5

78.5

ジアスタ
ーゼ力
WK/TN

257

174

麦　芽
評　点

点

76.8

39.8

播 耐寒 耐雪 耐倒 穂発 縞萎縮 縞萎縮 赤か うどん 小さ
性 性 性 伏性 芽性 Ⅰ型 Ⅱ型 び病 こ病 び病

小春二条 Ⅱ やや弱 やや弱 中 中 極強 やや強 やや強 中 弱
ミノリムギ Ⅴ 中 やや強 やや強 易 － － 弱 中 弱
シュンライ Ⅰ 中 やや弱 － やや易 － － やや弱 やや弱 弱
 注）2001～2016年度の間に複数年実施した特性検定試験成績に基づいて判定した。

出穂期 成熟期 稈長 穂長 穂数 収量 標準比 容積重 千粒重 外観
月/日 月/日 cm cm 本/㎡ kg/a % g g 品質

小春二条 5/17 6/22 96 6.2 731 44.9 76 686 45.3 中上-中中

ミノリムギ 5/15 6/23 97 5.3 582 58.8 100 670 35.9 中中
シュンライ 5/11 6/20 89 4.9 470 48.0 82 670 38.7 中下
注）2002～2016年度の15カ年平均、東北農業研究センター水田ドリル播成績。

表３　「小春二条」の生育特性、収量性および子実特性

品　種　名

品　種　名

（谷口義則、伊藤裕之、池永幸子、中丸観子、中村俊樹）

表２　「小春二条」の播性、障害・病害耐性
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3)平ら（2009）東北農業研究、62:55-56 
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［成果情報名］炊飯後に褐変しにくく、食味に優れる二条裸麦品種「キラリモチ」 

［要約］裸麦品種「キラリモチ」は、プロアントシアニジンフリーの特性を有し、炊飯後に褐変し

にくい。もち性であるため食味に優れ、既存品種に比べてβ-グルカン含量が高い。オオムギ縞

萎縮病、うどんこ病に抵抗性である。 
［キーワード］二条ハダカムギ、プロアントシアニジンフリー、もち性、低褐変、β-グルカン 

［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］ 

主食用の大麦は炊飯後の白度が高い品種が望まれているが、既存の品種は炊飯後に褐変しや

すい。褐変にはポリフェノールの一種であるプロアントシアニジンが関与する。またもち性大麦

は、炊飯麦が粘弾性に富み食味が良くなり、健康維持機能があるとされる食物繊維のβ-グルカ

ン含量が高まる。そこで、プロアントシアニジンフリー（ant28遺伝子による）特性ともち性

（アミロースフリー）の特性を両方有し、機能性成分であるβ-グルカン含量も既存品種に比べ

て高い特徴を持つ品種を育成する。 
 

［成果の内容・特徴］ 

１．「キラリモチ」は、2000 年 7月に「四国裸 103号」（後のユメサキボシ）と「大系 HL107」

（後のとちのいぶき、ant28 遺伝子を持つ）の F1を母親とし、「四国裸 97号」（アミロース

フリーのもち性）を父親として人工交配し、系統育種法で育成した裸麦である。品種登録出願

した 2009年度の世代は雑種第 11代である。 

２．二条並性で、播性の程度は Iである。「イチバンボシ」と比べると出穂期は同程度で、成熟

期は 3日遅い。「ユメサキボシ」と比べると出穂期・成熟期ともに 2日早い（表１）。 

３．稈長は「イチバンボシ」より短く、穂数は多い。「ユメサキボシ」と比べると穂長・穂数は

同程度であり、耐倒伏性は“強”である（表１）。 

４．オオムギ縞萎縮病抵抗性・うどんこ病抵抗性は“極強”で、開花受粉性だが赤かび病抵抗性

は“やや強”である。穂発芽性は“易”である（表１）。 

５．子実重と整粒重は「イチバンボシ」「ユメサキボシ」より劣る（表１）。 

６．60%歩留搗精した精麦白度は「イチバンボシ」「ユメサキボシ」よりやや優れる。精麦時間

は長く掛かるが、砕粒率は低い（表１）。 

７．精麦の全ポリフェノール含量は「イチバンボシ」「ユメサキボシ」の半分で、プロアントシ

アニジンはほとんど含まれない。このため炊飯保温後の明るさ（L*）・赤み（a*）の変化が少

なく（表１）、褐変しにくい（写真１）。 

８．β-グルカン含量は「イチバンボシ」「ユメサキボシ」に比べて約 1.5倍高い（表１）。 

９．炊飯麦の食味は「イチバンボシ」「ユメサキボシ」と比べて白さ・粘り・味がかなり優れ

る。硬さは軟らかく、香りはやや優れる（表２）。 

１０．アミロースフリーのもち性の特性を示し、「ダイシモチ」と区別できる（写真２）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：生産者、精麦加工事業者、食品関連業者、消費者 

２．普及予定地域・普及予定面積等：茨城県で 2017年 2月に奨励品種に採用され、2018 年産は

約 92ha 作付け、2020年産で 300haを作付け見込み。2017年度に岡山県・広島県で産地品種銘

柄に認定された。これらを含め、2017 年 12月までに 33道県・延べ約 190生産者に種子提供

しており、利用許諾先は 20件以上になった。2018年産の推定作付面積は全国で 200～300ha、

2019 年産はさらに増加すると見込まれる。 

３．その他：「キラリモチ」が原料であることを明記した精麦商品も複数販売されている。 

栽培上の注意点として、交雑を避けるため他品種と隣接して栽培しない。穂発芽性が易なので
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適期収穫を徹底する。二条種であるが開花受粉性なので赤かび病の防除は開花期に行う。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（吉岡藤治、高橋飛鳥） 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2000～2017 年度 

研究担当者：吉岡藤治、柳沢貴司、長嶺敬、高橋飛鳥、高山敏之、土井芳憲、松中仁、藤田雅也 

発表論文等： 

1)柳沢ら「キラリモチ」品種登録第 22117 号（2012 年 12 月 28 日）

2)柳沢ら(2011)Breeding Science 61:307-310

写真１　60%搗精麦の炊飯保温後の褐変程度

搗精麦2.5gをビーカー炊飯後（オートクレーブ105℃10分）、
70℃で18時間保温した。
（「四国裸97号」はアミロースフリーのもち性系統）

キラリモチ イチバンボシ

ユメサキボシ 四国裸97号

写真２　ヨウ素ヨードカリウム溶液

（0.1%I2-1%KI）で染色した半裁種子

（「ダイシモチ」は在来種由来のもち性）

キラリモチ イチバンボシ ユメサキボシ

ダイシモチ 四国裸97号

品種名 白さ 香り
硬さ

（軟らかさ）
粘り 味

キラリモチ 0.58 0.32 0.93 1.12 0.56

ユメサキボシ -0.42 -0.15 0.02 0.06 -0.01

生産力検定試験標肥区の2005～2007年度の生産物を用いた。
3ヶ年の平均値

60%搗精麦を3合炊き電気炊飯器で炊飯し、炊飯直後
に食味試験を実施した。
「イチバンボシ」を標準（0）として、-2, -1, 0, +1, +2 の
5段階で評価した。
白さ（＋：白い、-：黒い）、香り（＋：良、-：不良）、硬さ
（＋：軟らかい、-：硬い）、粘り（＋：多い、-：少ない）、
味（＋：美味しい、-：不味い）

表２　麦ごはん食味試験結果

品種名 キラリモチ
イチバンボシ
(標準品種）

ユメサキボシ
（比較品種）

播性の程度 I Ⅴ I

叢性 中 中 中

茎立性 やや早 中 やや早

株の開閉 やや閉 やや閉 やや閉

出穂期 (月.日) 4.06 4.06 4.08

成熟期 (月.日) 5.20 5.17 5.22

稈長 (cm) 72 83 79

穂長 (cm) 6.8 5.2 6.6

穂数 (本/㎡) 567 442 573

条性 二条 六条 二条

並渦性 並 渦 並

粒着の粗密 やや密 中 やや密

粒の形 やや長 中 やや長

粒の大小 大 やや大 大

粒の色 淡黄 黄褐 黄

粒質 粉質 粉質 粉質

開閉花性 開花 開花 閉花

耐倒伏性 強 やや強 やや強

Ⅰ型＋Ⅲ型 極強 強 極強

Ⅱ型 極強 極強 極強

Ⅴ型 極強 強 極強

赤かび病抵抗性 やや強 中 強

うどんこ病抵抗性 極強 中 極強

穂発芽性 易 難 やや易

子実重 (kg/a) 49.3 58.1 60.3

85 100 104

イチバンボシは
2.0mm篩

98.2 98.7 96.2

整粒重 (kg/a） 48.6 57.2 58.3

85 100 103

容積重 (g/L)　（2007～2008年度） 828 844 832

千粒重 (g) 40.4 34.2 42.9

硝子率 (%) 3.3 40.2 14.2

4.9 4.8 5.5

13:59 9:30 9:10

精麦白度 46.6 45.6 44.9

砕粒率 (%) 1.6 12.0 18.0

糯・粳性 糯性 粳性 粳性

β-グルカン含量 (%) 7.2 4.7 4.7

60%精麦 0.15 0.32 0.36

0.7 55.7 103.9

　　L*（明るさ） 73.03,  71.17,  -1.86 74.37,  66.24,  -8.13 70.05,  60.79,  -9.26

　a*（赤み） 0.40,    1.02,    +0.62 0.69,    4.51,    +3.82 1.09,    5.05,    +3.96

※「キラリモチ」の長所を黄色でマーキングした。

表１　裸麦品種「キラリモチ」の特性一覧

2004年度～2008年度 （成分含量、炊飯麦の色相は2006年度～2007年度)

大麦縞萎縮病抵抗性

整粒歩合 (%)　（2.2mm篩）

60%搗精に要する精麦時間 (分:秒）

短所 1．耐穂発芽性が劣る。　　2．低収である。

温暖地の平坦部

調査地 近畿中国四国農業研究センター 四国研究センター （現・西日本農業研究センター 四国研究拠点）

ドリル播標肥栽培

栽培適地

栽培条件

特性 長所 1．プロアントシアニジンフリー遺伝子(ant28 )を持ち、炊飯麦の褐変がほとんどない。

原麦粒の外観品質 （1：上上～9：下下）

 2．もち性（アミロースフリー）でβ-グルカン含量が高く、砕粒率が低い。

 3．大麦縞萎縮病、うどんこ病に強く、耐倒伏性に優れる。

炊飯麦
の色相

左から、炊飯直
後,  24時間保温
後,  後者-前者

調査年次

同上対標準比 (%)

同上対標準比 (%)

全ポリフェノール含量 (mg/g)

プロアントシアニジン含量 (μg/g)
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［成果情報名］暖地・温暖地向けのもち性二条大麦新品種「くすもち二条」 

［要約］「くすもち二条」は暖地・温暖地の平坦地に適応する皮性のもち性二条大麦である。「ニ

シノホシ」と比較して、出穂期は同等で、成熟期は 2 日程度早い。短稈で穂が長く、穂数および

整粒歩合は同等だが整粒重は重い。β－グルカン含量が多く、精麦および炊飯麦の黄色みが強い。 

［キーワード］二条オオムギ、新品種、早生、もち性、β－グルカン 

［担当］九州沖縄農業研究センター・水田作研究領域・小麦・大麦育種グループ 

［代表連絡先］電話 0942-52-0665 
［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］ 

2012年に大手精麦実需者からもち性大麦を使用した製品が定番商品として発売されて以来、そ

の機能性などがマスメディアで度々取り上げられるようになり、もち性大麦の需要が急増した。

しかし、原料の大部分は外国産で、実需者から国産原料の供給拡大が強く求められている。国内

でもち性大麦の作付を振興するためには、現在普及しているうるち性大麦品種と同等以上の早熟

性、収量性、病害抵抗性等を有するもち性大麦品種の育成が必要である。そこで、登熟期間の環

境が高温多湿で、梅雨入りが早い暖地で栽培可能なもち性大麦品種を育成して、実需者から求め

られている国産もち性大麦の供給拡大を図る。 
 
［成果の内容・特徴］ 

「くすもち二条」は「関東二条 35号（のちの「サチホゴールデン」）」を母、もち性の「羽系

B0571」を父として人工交配を行い、派生系統育種法により育成された皮性のもち性品種である。

「ニシノホシ」と比較して、以下の特徴がある。 

１．出穂期は同等で、成熟期は 2日程度早い早生種である（表 1）。 

２．稈長は短く、穂長は長い（表 1）。穂数および整粒歩合は同等だが整粒重は重い（表 1）。 

３．容積重は軽いが千粒重は同等で、原粒の外観品質はやや劣る（表１）。 

４．搗精時間は長く、砕粒率は低い（表 2）。 

５．精麦の明るさおよび赤みは同等だが、黄色みが強く、白度はやや低い（表 2、図 1）。 

６．炊飯麦の明るさは低く、赤みは同等で、黄色みは強い（表 2、図 1）。 

７．原粒、精麦のいずれもβ－グルカン含量は多い（表 1、表 2）。 

８．播性は同等の Iで、穂発芽性はわずかに優れる“中”である。 

９．オオムギ縞萎縮ウイルス系統 I～V型、オオムギ萎縮病、うどんこ病に対する抵抗性は“極強

”で、赤かび病抵抗性はわずかに劣る“中”である。 

10．官能検査による炊飯麦の評価では、胚乳の色は劣るが、軟らかさおよび粘りは優れる（表 3）。  

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：大麦生産者および実需者 

２．普及予定地域・普及予定面積：暖地および温暖地の平坦地。2017 年播種の普及面積は福岡

県で 69haの見込み。 

３．2018年 3月に福岡県における普通大粒大麦の産地品種銘柄に設定された。 
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［具体的データ］ 

表1 「くすもち二条」の生育、収量および原粒特性 

 

 

表2 「くすもち二条」の品質特性 

 

 

      
        精麦                     麦ご飯 

図1 精麦工場の実機で加工した「くすもち二条」の精麦および麦ご飯の外観 

 

表3 「くすもち二条」の炊飯麦官能検査における評点 

 

（平将人） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（業務・加工用） 

研究期間：2003～2016年度 

研究担当者：平将人、杉田知彦、中村和弘、境哲文、松中仁、塔野岡卓司、西尾善太、河田尚之、荒木

均、藤田雅也、八田浩一、久保堅司、小田俊介、波多野哲也、関昌子 

出穂期 成熟期 稈長 穂長 穂数 粗麦重 整粒歩合 整粒重 ニシノホシ 容積重 千粒重

(月/日) (月/日) (cm) (cm) (本/㎡) （kg/a） （％） （kg/a） 対比（％） （g/L） （g） 外観品質 β-ｸﾞﾙｶﾝ（％）

くすもち二条 4/2 5/12 75 7.7 533 49.7 88.4 44.2 119 701 44.7 3.9 5.0
ニシノホシ 4/2 5/14 80 7.3 510 41.8 88.7 37.2 100 730 44.7 3.3 3.4
2011～2016年度の6箇年平均値．
九州沖縄農業研究センター（福岡県筑後市）で実施した生産力検定試験広幅播標肥栽培における成績．
整粒歩合は粒厚2.5mm以上の粒の重量比で，整粒重は粗麦重×整粒歩合÷100で算出．
原粒外観品質は，1（上の上）～9（下の下）の9段階評価．

品種名
原粒

品種名 搗精時間 砕粒率 β-ｸﾞﾙｶﾝ

（秒） （％） （％） 白度（％） 明るさ(L*) 赤み(a*) 黄色み(b*) 明るさ(L*) 赤み(a*) 黄色み(b*)

くすもち二条 888 1.1 6.0 43.4 80.8 1.5 20.2 66.2 1.1 18.1
ニシノホシ 702 3.8 3.9 44.7 80.4 1.8 16.2 69.3 1.3 12.9
2011～2015年度の5箇年平均値．ただし，炊飯麦については2013～2015年度の3箇年平均値．
九州沖縄農業研究センター（福岡県筑後市）で実施した生産力検定試験広幅播標肥栽培における成績．
砕粒率は精麦10ｇ中に含まれる欠損粒の重量比．

歩留55％搗精時
精麦の色相 炊飯直後の色相

試験 パネル 品種名 胚乳の色 黒条線の細さ 黒条線の色 香り 軟らかさ 粘り 味 総合評価
年度 人数 ＋：良 ＋：細い ＋：薄い ＋：良 ＋：軟らかい ＋：強い ＋：良 ＋：良

－：不良 －：太い －：濃い －：不良 －：硬い －：弱い －：不良 －：不良
2013 13 くすもち二条  -1.38**  -0.08  -0.23   0.23   1.23**   1.46**  -0.54  -0.31

ニシノホシ(標準品)   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
2014 9 くすもち二条  -1.56**  -0.11   0.00   0.22   0.67**   1.00**  -0.11   0.00

ニシノホシ(標準品)   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
官能検査の標準品には同条件で栽培した「ニシノホシ」を用いた．
評価は標準品を 0 （普通）として，-3～+3 の7段階で行った．
胚乳の色は，白いことを“良”として評価を行った．
官能検査の評点について，標準品との間で対応がある場合の母平均の差に関する検定を行い，**は1％水準で
有意であることを示す．
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発表論文等：塔野岡ら「くすもち二条」品種登録出願第31838号（2017年2月20日） 
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［成果情報名］「サチユタカ」に難裂莢性を導入した大豆新品種「サチユタカ A1 号」 

［要約］「サチユタカ A1 号」は、近畿中国地域の主力品種「サチユタカ」に難裂莢性を導入

した品種で、成熟期・品質などの特性はほぼ同じである。成熟しても裂莢しにくいので、

収穫ロスが少なく、実質的に多収となる。  
［キーワード］ダイズ、難裂莢性、サチユタカ、耐倒伏性、DNA マーカー 

［担当］次世代作物開発研究センター・畑作物研究領域・大豆育種ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7449 

［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］ 

西日本の主要な大豆品種「サチユタカ」は高蛋白で多収の特性を備えた優れた品種であ

るが、裂莢しやすいため、刈り遅れ時には自然裂莢が多発し、実質収量が大幅に低下する。

そこで「ハヤヒカリ」由来の難裂莢性遺伝子を DNA マーカーと戻し交雑法を用いて「サチ

ユタカ」に導入し、自然脱粒と収穫時脱粒を合わせた脱粒損失を大幅に低減し、実質的な

収量向上を図る。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．「サチユタカ A1 号」は、2002 年、耐倒伏性が強く高蛋白の「サチユタカ」を母、難裂

莢性を持つ「ハヤヒカリ」を父とした交配を行い、その後、難裂莢性遺伝子を有する個

体を DNA マーカーで選抜しながら、「サチユタカ」に５回戻し交雑して育成された品種

である。  
２．成熟期や粒大などの生育・品質特性は「サチユタカ」とほぼ同じで、草姿や子実の外

見上の区別はほとんどつかない（表１）。また、豆腐加工適性も「サチユタカ」とほぼ

同等である（図１）。  
３．裂莢性は“難”であり（図２）、成熟後の自然裂莢や室内での加熱試験による裂莢は「サ

チユタカ」に比べて明らかに少ない。  
４．刈り遅れを想定した場合には、自然裂莢による脱粒損失が「サチユタカ」に比べて明

らかに少なく、実質収量は 30％程度増加する（図３）。  
 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：生産者、大豆加工事業者。 

２．普及予定地域・普及予定面積等：栽培適地は関東〜九州北部地域。兵庫県で奨励品種

に採用され（2016 年）、2017 年度の作付面積は種子増殖を含め約 28ha。2021 年度まで

に「サチユタカ」に全面置き換えを予定している（普及見込み面積：約 550～700h

a）。 

３．兵庫県では品種「サチユタカ」とともに「サチユタカ」群として産地品種銘柄設定

済。他県でも、品種群を設定して「サチユタカ」銘柄で流通させることが望ましい。 

４．モザイク病、ラッカセイわい化ウイルス等には「サチユタカ」と同様に弱いので、媒

介虫のアブラムシ類等の防除を徹底する。莢ははじけにくいが、圃場での長期の放置は

品質低下を招くので、可能な限り適期の刈り取りを行う。  
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［具体的データ］ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高橋幹、高橋浩司） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（業務・加工用）、競争的資金（農食事業） 

研究期間：2002～2017 年度 

研究担当者：高橋浩司、菱沼亜衣、山田哲也、羽鹿牧太、山田直弘、平田香里、小巻克

巳、松永亮一、大木信彦、船附秀行、高橋幹、南條洋平 

発表論文等： 

1)羽鹿ら「サチユタカ A1 号」品種登録第 23741 号(2014 年 10 月 27 日) 

2)山田ら(2013)作物研報、14:13-22 

3)羽鹿ら(2016)作物研報、16:1-13 

注）2009-2013年の平均値（育成地）。
障害程度は無、微、少、中、多、甚の6段階評価。
品質は上上、上中、上下、中上、中中、 中下、下
の７段階評価。

サチユタ

カA1号

サチユタ

カ(標)

サチユタ

カA1号

サチユタ

カ(標)

開花期 (月.日) 8.07 8.06 8.23 8.22

成熟期 (月.日) 10.26 10.25 11.03 11.02

生育中 倒伏 中 中 少 微

の障害 青立 微 少 微 少

立枯 微 微 無 無

主茎長 (cm) 63 63 47 47

子実収量(kg/a) 32.1 32.1 33.9 33.3

標準対比(%) 100 100 102 100

百粒重(g) 29.3 29.7 31.1 31.3

障害粒 紫斑 無 無 無 無

程度 褐斑 無 微 微 微

裂皮 微 少 微 微

品　質 上下 上下 上下 上下

蛋白質含有率(%) 45.6 46.7 44.7 46.5

６月中旬 7月上旬播種期

品種名

表１ 「サチユタカA1号」の主要特性

凝固剤の種類

図１ 豆腐の硬さの比較

関東、近畿、中国地方の６県の収穫物で２種類の
凝固剤を用いて豆腐を作製して比較。
縦線は標準偏差。ｔ検定で品種間に有意差し。

（2008、2009年）
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凝固剤を用いて豆腐を作製して比較。

縦線は標準偏差。ｔ検定で品種間に有意差無し。
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図２ 裂莢性の違い

圃場検定：成熟１ヶ月後の自然裂莢率
室内検定：60℃・3時間熱風処理による裂莢率。
エラーバーは標準偏差（n=3）を示す。

（2008-2010年、育成地）
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図３ コンバイン収穫試験の結果

成熟期から１ヶ月後に自然裂莢による脱粒調
査と収穫試験を実施した(2013年、育成地)。全
刈り収量は192m2、排出粒の調査は14m2、それ
以外は4.2m2について実施。
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4)山田ら(2017)日作紀、86(3):251-257 
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［成果情報名］「フクユタカ」に難裂莢性を導入した大豆新品種「フクユタカ A1 号」 

［要約］「フクユタカ A1 号」は、関東南部から九州地域の主力品種「フクユタカ」に難裂

莢性を導入した品種で、成熟期・品質などの特性はほぼ同じである。成熟しても裂莢しに

くいので、収穫ロスが少なく、実質的に多収となる。 

［キーワード］ダイズ、難裂莢性、フクユタカ、DNA マーカー 

［担当］次世代作物開発研究センター・畑作物研究領域・大豆育種ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7449 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

関東南部から九州地域にかけて広い範囲で作付けされている「フクユタカ」は、裂莢し

やすく、刈り遅れが生じた際には自然裂莢の多発やコンバイン収穫時のロスにより大幅な

収量低下が生じる。作期競合等で刈り遅れが生じやすい大規模生産農家では本来期待され

る収量より大幅に低い収量しか得られないケースが少なくない。  
そこで「フクユタカ」に難裂莢性を付与して自然脱粒と収穫時脱粒を合わせた脱粒損失

を低減できる品種を育成する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．「フクユタカ A1 号」は、難裂莢性を備えた「ハヤヒカリ」の難裂莢性を「フクユタ

カ」に導入し DNA マーカーで選抜しながら 5 回連続戻し交配して得られた品種である。 

２．成熟期や粒大などの生育・品質特性は「フクユタカ」とほぼ同じで、子実の形態もほ

ぼ同じで区別はほとんどつかない（表 1）。 

３．裂莢性は難であり、成熟後の自然裂莢や室内での加熱試験による裂莢は「フクユタカ」

に比べて明らかに少なく（図 1）、実際の圃場でのコンバイン収穫においても収穫ロスが

減少し、刈遅れが生じた場合には、実質的な収量が最大 40％向上する（図 2）。 

４．実需者による豆腐・納豆・油揚の加工試験２か年の結果において、「フクユタカ」と

同一グループとして扱えるとの評価が得られている(表 2)。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：大豆生産者、大豆加工事業者 

２．普及予定地域・普及予定面積：栽培適地は関東南部から九州地域の平坦地。愛知県で

奨励品種に採用（2017 年 10 月 27 日）され、「フクユタカ」を全面的に置き換え予定

である（普及見込み面積：4,500ha）。普及にあたっては品種群設定を行って「フクユ

タカ」銘柄で流通する予定。 

３．その他：莢がはじけにくいが、ほ場での長期の放置は品質低下を招くので、可能な限

り適期収穫を行う。 
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［具体的データ］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

（南條洋平） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（業務・加工用） 

研究期間：2001～2017 年度 

研究担当者：南條洋平、高橋浩司、山田哲也、平田香里、山田直弘、大木信彦、松永亮

一、小巻克巳、船附秀行、高橋幹、羽鹿牧太 

発表論文等： 

1)羽鹿ら「フクユタカ A1 号」品種登録出願第 29324 号（2014 年 12 月 4 日出願公表） 

2)山田ら(2013)作物研報、14:13-22 

3)山田ら(2017)日作紀、86(3):251-257 

 

図 1 裂莢性の違い 

圃場検定：成熟 1 ヶ月後の自然裂莢。 

室内検定：60℃・3 時間熱風処理による裂莢。エラーバ

ーは標準偏差（n=3）を示す。 
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莢
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フクユタカ
フクユタカA1号

図 2 現地収穫試験における収量と収穫ロス 

2013 年に愛知県知立市現地圃場で実施したコンバイン収

穫試験。自然脱粒等の調査と収穫作業は、成熟後約１ヶ

月後に実施した。収穫時脱粒には収穫時のヘッドロスと排

出されたものを含む。 

全刈り収量

刈り残し
収穫時脱粒
自然脱粒
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フクユタカ フクユタカA1号
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実
重

(k
g/

10
a) 導

入

効

果

播種期 6月中旬 7月上旬

品種名
フクユタカ
A1号

フクユタカ
（標）

フクユタカ
A1号

フクユタカ
（標）

開花期（月.日） 8.13 8.12 8.27 8.27
成熟期（月.日） 11.05 11.05 11.14 11.13
倒伏程度 倒伏 多 多 多 中
主茎長（cm） 99 99 71 74
最下着莢位置（cm) 6.7 6.7 3.8 4.2
子実収量（kg/a） 27.6 26.7 33.8 33.9
標準対比（％） 103 100 100 100
百粒重（ｇ） 29.9 29.6 30.7 28.9

紫斑粒 微 微 無 微
褐斑粒 微 微 微 微

品質 中上 中上 上下 上下
蛋白質含有率（％） 44.4 44.7 44.7 44.7
注）2011～2013年の平均値（育成地）。
障害程度は無、微、少、中、多、甚の6段階評価。
品質は、上上、上中、上下、中上、中中、中下、下の7段階評価。

障害粒
の程度

表１　「フクユタカA1号」の主要特性

千葉県、愛知県、三重県で生産された大豆で豆腐・納

豆・油揚・湯葉を製造し評価。流通した場合に使用でき

ると評価した件数、フクユタカと同一グループとして扱え

ると評価した件数を示す。 

実需者 試験数 使用可
同一グループ
として扱える

豆腐 7社 17 17 16
納豆 2社 11 11 11
油揚 1社 1 1 1
湯葉 1社 1 1 0

表２　実需者による加工試験評価結果
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［成果情報名］「エンレイ」に難裂莢性を導入した大豆新品種「えんれいのそら」 

［要約］「えんれいのそら」は、北陸地域の主力品種「エンレイ」に難裂莢性を導入した品

種であり、収量損失が少なく実質的に増収する。それ以外の生態・形態的特性および品質

特性は「エンレイ」とほぼ同じであるが、成熟期がやや遅い。  
［キーワード］ダイズ、難裂莢性、エンレイ、加工適性、DNA マーカー 

［担当］次世代作物開発研究センター・畑作物研究領域・大豆育種ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7449 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

北陸地域の主要な大豆品種「エンレイ」は裂莢しやすく、刈り遅れ時には自然裂莢が多

発し、実収量が大幅に低下する。また、成熟期は秋の長雨に重なり、しわ粒の増加など、

品質低下が問題となっている。そこで、「エンレイ」に難裂莢性を連続戻し交雑により導

入すると同時に、やや晩生となるように選抜することで、自然裂莢や収穫時の脱粒による

収量損失を軽減すると同時に、外観品質を改善することを目的とした。 
 

［成果の内容・特徴］ 

１．「えんれいのそら」は、北海道品種「ハヤヒカリ」に由来する難裂莢性遺伝子を、

DNA マーカーで選抜しながら「エンレイ」に５回戻し交雑した後代から開発された品種

である。 

２．「エンレイ」と比べて、成熟期はやや遅く、粒大はやや大きく、しわ粒の発生がやや

少ない。それ以外の生育特性、品質特性および加工適性は「エンレイ」とほぼ同じであ

る(表 1、図 1)。 
３．裂莢性は“難”であり、室内での加熱試験による裂莢は「エンレイ」に比べて明らか

に少ない（図 2）。 

４．現地試験におけるコンバイン収穫では、自然裂莢および機械収穫時の脱粒による収量

損失が「エンレイ」に比べて、それぞれ５％程度少ない(図 3)。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：大豆生産者、大豆加工事業者 

２．普及予定地域・普及予定面積：栽培適地は東北南部から近畿北部の「エンレイ」作付

地域である。富山県において、2019 年度には 100ha、2020 年度には「エンレイ」(約

4,000ha)を全面的に置き換えて栽培される見込みである。普及にあたっては品種群設

定を行って、「エンレイ」銘柄で流通する見込み。 

３．モザイク病、ラッカセイわい化ウイルス等には「エンレイ」と同様に弱いので、媒介

虫であるアブラムシ類等の防除を徹底する。また、莢ははじけにくいが、圃場での長期

の放置は品質低下を招くので、適期収穫に留意する。 
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［具体的データ］ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

（山田哲也） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（業務・加工用） 

研究期間：2001～2017 年度 

研究担当者：山田哲也、高橋浩司、船附秀行、高橋幹、南條洋平、湯本節三、平田香里、

山田直弘、菱沼亜衣、大木信彦、松永亮一、小巻克己、羽鹿牧太 

発表論文等： 

1)羽鹿ら「えんれいのそら」品種登録出願第 30646 号（2016 年 7 月 27 日公表） 

2)山田ら(2013)作物研報、14:13-22 
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4
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甘味

こく味

不快味

食感（硬さ）

美味しさ

えんれいのそら エンレイ

図1 実需者による加工適性試験結果

2013年富山県農林水産総合技術センター産の子実を使用。同年

福岡県産「フクユタカ」を「3(普通)」としたときの、5人の評

価者による官能評価の平均値。各評価項目の基準は値が高い方

が特性が優れる。
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えんれいのそら エンレイ

図3 現地試験における収量損失
2014年富山県現地試験。エラーバーは標準誤差、

＊、＊＊は5％、1%水準で有意差があることを示す。

図2 加熱試験後の莢

上：えんれいのそら、下：エンレイ
莢を通風乾燥機で60℃、3時間処理後に
裂莢した莢の割合を調査。

えんれいのそら エンレイ えんれいのそら エンレイ

7月30日 7月30日 7月20日 7月20日

10月13日 10月10日 10月10日 10月6日

55.9 56.1 67.3 67.7

38.8 37.8 36.5 35.7

103 100 102 100

46.1 46.2 46.6 46.8

32.0 31.2 31.4 29.0

紫斑粒 微 少 無 無

障害粒 褐斑粒 微 微 無 無

の程度 裂皮 少 少 無 微

しわ 少 中 少 中

注1） 障害粒の程度は、無、微、少、中、多、甚の6段階評価。

表1 「えんれいのそら」の主要特性

注2） 育成地は、2012-2013年の平均値。富山県農林水産総合技術センターは、
2011-2013年の平均値。

蛋白質含有率　(%)

百粒重　(g)

子実収量　(kg/a)

標準対比　(%)

試験地
育成地

（茨城県つくばみらい市）
富山県

農林水産総合技術センター

5月下旬～6月上旬播種期 6月中旬

品種名

開花期　(月.日）

成熟期　(月.日）

主茎長　(cm)
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［成果情報名］「ことゆたか」に難裂莢性を導入した大豆新品種「ことゆたか A1 号」 

［要約］「ことゆたか A1 号」は滋賀県の主力品種「ことゆたか」に難裂莢性を導入した品種

で、農業および品質特性はほぼ「ことゆたか」と同じである。裂莢しにくいため自然裂莢

や収穫時の収穫損失が少なく、実質的に多収となる。 

［キーワード］ダイズ、難裂莢性、ことゆたか、DNA マーカー、加工適性 

［担当］次世代作物開発研究センター・畑作物研究領域・大豆育種ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7449 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

「ことゆたか」は倒伏しにくく、青立ちの発生が少ない特性に加え、豆腐加工にも優れ

ることなどから、滋賀県では「フクユタカ」に次ぐ主力品種になっており、同県産大豆の

ブランドとして位置付けられている。しかし、成熟後に莢がはじけやすいため、自然裂莢

やコンバイン収穫時の収穫損失が多発し、大幅な収量低下が生じることから、生産現場か

ら難裂莢性の付与が強く求められている。 

そこで、「ことゆたか」に「ハヤヒカリ」由来の難裂莢性を導入することを目的に、DNA

マーカー利用した連続戻し交配を行い、「ことゆたか」とほぼ同等の特性を有する難裂莢

性品種を開発する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．「ことゆたか A1 号」は、耐倒伏性で青立ちの発生が少ない高豆腐加工適性の「ことゆ

たか」に、「ハヤヒカリ」由来の難裂莢性を DNA マーカー選抜と５回の連続戻し交雑を

組合せて育成した品種である。 

２．草姿や耐病虫性などの栽培特性および品質特性は「ことゆたか」とほぼ同等であるが、

成熟期は１〜４日程度遅く、百粒重は同等からやや大きい（表１）。 

３．裂莢性は“難”であり、成熟後の圃場における自然裂莢や室内での加熱試験による裂

莢は「ことゆたか」に比べ少ない（図１、図２）。 

４．子実収量（坪刈り）は「ことゆたか」と同等（表１）であり、刈遅れが生じた場合に

は、自然裂莢による脱粒やコンバイン収穫時の脱粒が明らかに少なく、収穫損失全体が

20kg/10a 程度少なくなるため（図３）、実質収量の向上が期待できる。 

５．豆腐、味噌、煮豆の加工に適する（表１）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：生産者、大豆加工事業者。 

２．普及予定地域・普及予定面積：滋賀県において「ことゆたか」から全面的に置き換え、

「ことゆたか品種群」として流通することを想定しており、同県における普及見込み面

積は 1,800ha(2021 年)である。栽培適地は関東南部〜近畿地方。 

３．その他：難裂莢性をもつが、長期間の圃場放置は品質低下をもたらすので適期収穫に

留意する。また、ダイズシストセンチュウ、黒根腐病等に対する抵抗性は不十分なので、

連作を避け、発生履歴のある圃場へは作付けしない。  
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図３ 現地栽培試験における収穫損失比較

ことゆたかA1号

ことゆたか

*

*

2016年に滋賀県農業技術振興センターが長浜市、彦根市で実

施した刈遅れを想定したコンバイン収穫試験の結果。バーは標

準誤差（n=2）、*は5％水準で有意であることを示す。

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（高橋浩司） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（業務・加工用） 

研究期間：2001～2017 年度 

研究担当者：高橋浩司、高橋幹、南條洋平、山田哲也、湯本節三、菱沼亜衣、羽鹿牧太、平

田香里、山田直弘、船附秀行、大木信彦、松永亮一、小巻克巳 

発表論文等： 

1)高橋ら「ことゆたか A1 号」品種登録出願第 32146 号（2017 年 8 月 18 日出願公表） 

ことゆたか A1 号   ことゆたか 

図２ 室内における裂莢性検定 

60℃、３時間の通風乾燥後の裂莢の状況。 
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図１ 裂莢性検定の試験結果

ことゆたかA1号

ことゆたか

室内検定（n=4）は60℃、３時間の通風乾燥後、圃

場検定（n=3）は成熟１ヶ月後における圃場における

裂莢率。室内検定は2015、2016年の平均値、圃場検

定は2012、2016年の平均値。バーは標準誤差、*は

5％水準で有意であることを示す。

*
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2)山田ら(2013)作物研報、14:13-22 
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［成果情報名］晩生で多収の良食味水稲新品種候補系統「あきあかね」 

［要約］「あきあかね」は、食味が優れる水稲粳系統である。収量性に優れ、大粒で炊飯米

の外観、なめらかさ、粘りにすぐれるため、中食・外食などへの利用が期待される。寒冷

地南部では晩生に分類され、中生の主力品種「コシヒカリ」との作期分散が可能である。 

［キーワード］イネ、業務用、晩生、多収、良食味、作期分散 

［担当］中央農業研究センター・作物開発研究領域・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］ 

現在、主食用米の 3 割が外食・中食産業で消費されており、外食での店内炊飯や中食で

の弁当等に適する米の開発が求められている。また、農業法人等の大規模化とともに移植

時期・収穫時期を広く分散できる品種に対する要望が高まっていた。これらの要望に応え

るため、「コシヒカリ」より晩生で、収量性が高く、炊飯米の外観が良い中食・外食用途

に適した良食味品種を育成する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．「あきあかね」は、晩生の良食味多収品種の育成を目的として、「収 7388」を母と

して「中部 109 号」を交雑した後代から育成した品種である。 

２．出穂期、成熟期は「日本晴」より 2 日程早く、育成地では"晩生"に属する。稈長は

「日本晴」より 4cm ほど長く、穂数は「日本晴」よりやや少ない。耐倒伏性は"やや強"

である(表 1)。 

３．収量性は「日本晴」に優り、標肥で 18%、多肥で 13％程度多収となる(表 1)。玄米千

粒重は「日本晴」よりやや大きい。玄米品質は、「日本晴」と同程度かやや劣る"中中"

である(表 1)。 

４．いもち病真性抵抗性遺伝子は Pii, Pik で、葉いもち、穂いもち圃場抵抗性はいずれ

も"中"である。白葉枯病抵抗性は"中"、縞葉枯病に対しては"罹病性"、高温耐性は"や

や強"、穂発芽性は"やや難"である(表 1)。 

５．食味は、外観、なめらかさ、粘りに優れ、総合評価は「あきだわら」を上回り、「コ

シヒカリ」と同等の良食味である(表 1)。 

６．各県の奨励品種決定調査では、食味総合評価値は基準品種「コシヒカリ」または「ヒ

ノヒカリ」と同等の値を示す場合が多く、極めて食味に優れる(図 1)。収量性において

は、対照品種(100%)に対して同等からやや優る事例(平均 103%)が多い(図 2)。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：水稲生産者・水稲生産法人等 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：新潟県の業務用品種としての位置づけで

種子増殖および普及を行う予定であり、初年度の 2018 年に新潟県内で 100ha 規模の作

付けが見込まれている。栽培適地は北陸以西の地域である。 

３．その他：栽培に際しては以下のことに注意が必要である。縞葉枯病に罹病性であるた

め、被害が予想される地域では防除を徹底する。耐倒伏性は“やや強”であるが、過剰

な施肥では倒伏しやすくなり、食味も低下するため、地力に応じた施肥を心がける。 
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［具体的データ］ 

表１ 「あきあかね」の特性および収量性（調査地：新潟県上越市） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．奨励品種決定調査における食味評価      図 2．奨励品種決定調査に 

おける収量成績 

                   （前田英郎） 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（27 補正「先導プロ」） 

研究期間：2005～2017 年度 

研究担当者：前田英郎、笹原英樹、松下景、長岡一朗、山口誠之、三浦清之、重宗明子、

後藤明俊 

発表論文等：前田ら｢あきあかね｣品種登録出願第 32669 号（2017 年 12 月 19 日） 

長所 短所

1.多収である 3.「コシヒカリ」との 1.縞葉枯病に罹病性である。

2.食味が良い。 　　作期分散が可能 2.白葉枯病にやや弱い。

(標準) (比較) (参考) (標準) (参考) (参考)

8.12 8.14 8.08 8.12 8.11 8.13 8.08 8.12

9.30 9.27 9.22 10.04 9.28 9.28 9.21 10.03

48 45 46 53 48 46 45 52

84 80 75 82 86 84 77 84

19.7 19.9 19.7 21.1 20.1 20.6 20.0 21.7

381 408 344 368 436 447 380 399

遺伝子型 Pii, Pik ＋ Pii Pii

葉いもち 中 中 やや強 弱

穂いもち 中 中 中 やや弱

中 中 中 やや強

罹病性 罹病性 罹病性 罹病性

やや強 中 － －

やや難 難 難 難

183.2 177.3 174.2 182.7 191.4 188.0 184.3 197.2

72.9 61.9 67.8 74.7 75.9 66.9 73.3 80.2

118 100 110 121 113 100 110 120

23.8 23.2 24.5 21.4 23.8 22.8 24.3 21.4

中中(4.5) 中上(4.2) 中中(5.0) 中中(5.2) 中中(5.2) 中中(4.6) 中下(5.7) 中下(5.6)

上中
(1.10)

中中
(0.24)

-
上中

(0.93)
上中

(1.60)
- -

上下
(0.55)

注）1.玄米品質の()内は1(上上)～9(下下)の平均値。

　　2.食味の基準(0)は食味試験用に別圃場で栽培した日本晴、()内は総合評価値の平均値。

食味

いただき あきだわら

全重(kg/a)

いもち病
抵抗性

穂　発　芽　性

登熟日数（日）

穂数 (本/m2)

縞葉枯病耐病性

高温耐性

白葉枯病耐病性

出穂期 (月.日)

あきあかね いただき あきだわら日本晴

稈長 (cm)

穂長 (cm)

系統・品種名

成熟期 (月.日)

玄米品質

精玄米重(kg/a)

同上比率 (%)

玄米千粒重(g)

日本晴あきあかね

系統名

調査年次

特性

標肥栽培

2010～2011、2014～2017年

あきあかね 交配組合せ：収7388／中部109号

多肥栽培栽培条件

2012～2017年
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［成果情報名］北海道を除く全国の水稲高温登熟性標準品種の選定 

［要約］水稲の主要品種の高温登熟性を調査分類し、地域区分及び生態型ごとに高温登熟性

の標準品種を選定。新品種候補系統を登録出願する際の標準品種に活用できる。 

［キーワード］水稲、白未熟粒、高温登熟性、標準品種、出願品種審査 

［担当］次世代作物開発研究センター・稲研究領域・稲育種ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7441 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

地球温暖化の進行に伴い、水稲の生産現場では、高温による白未熟米発生に伴う玄米品

質低下、いわゆる高温登熟性が問題となっている。これまで高温登熟耐性品種として、「笑

みの絆」及び「おてんとそだち」等が育成されているが、今後も高温登熟耐性品種が次々

育成されるものと予想される。このような情勢の中、農林水産省の委託により、農研機構

は、現在高温登熟性が問題となっていない北海道を除く全国の主要な水稲既存品種の高温

登熟性を調査分類し、出願品種審査に必要な標準品種を選定する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．寒冷地北部・中部、寒冷地南部、温暖地東部、温暖地西部及び暖地の地域区分に

それぞれ属する農研機構の５つの研究所（東北農研、中央農研、作物開発セ、西日

本農研及び九沖農研）において、早植え、ガラス温室及びビニール被覆処理等の高

温遭遇処理を複数年次行い、玄米外観品質を達観及び穀粒判別器で調査したデータ

を用いている（表１）。 

２．表２は、各地域区分の極早生・早生、中生及び晩生・極晩生の各熟期区分に対応した

延べ 67 品種・系統の高温登熟性を“強”～“弱”の５段階で示している。 

３．“強”あるいは“やや強”と判定された品種には、各地域で育成された高温登熟耐性

品種：「ふさおとめ」、「笑みの絆」、「なつほのか」、「おてんとそだち」、「ハ

ナエチゼン」、「つや姫」及び「とちぎの星」が含まれる（表２）。  
４．我が国の作付け上位品種である「コシヒカリ」、「あきたこまち」、「ひとめぼれ」

及び「はえぬき」の高温登熟性は、ほぼ“中”に分類される（表２）。 
５．高温登熟性が“弱”の品種には、暖地で品質低下が問題となっている「ヒノヒカリ」

の他、「初星」及び「彩のかがやき」等が分類される（表２）。 

６．各階級に所属する品種・系統の白未熟粒発生割合（％）には、差が認められ、“

強”から“弱”に従って白未熟米発生割合が高くなる傾向が認められる（表３）。 

７．本研究は，農林水産省委託事業「平成２８年度種苗特性分類調査（稲種）」によ

り行っており、表２に示した高温登熟性標準品種は、種苗法（平成 10 年法律第 83

号）に基づく品種登録の審査の実施に当たり、審査上の基礎資料として用いられ

る。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：水稲の品種登録出願に関心のある公設試、企業、農業生産法人 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：寒冷地以南の水稲作付け面積 136 万

ha(平成 29 年)に、高温登熟耐性品種として今後作付けされる出願品種の審査基準とな

る。 

３．その他：標準品種は農林水産省ホームページにて公開。

http://www.hinshu2.maff.go.jp/info/sinsakijun/kijun/1440.pdf（2018 年 3 月） 
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［具体的データ］ 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

（佐藤宏之） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（種苗特性調査） 

研究期間：2016～2017 年度 

研究担当者：佐藤宏之、石井卓朗、太田久稔、前田英郎、出田収、竹内善信、梶亮太、長

岡一朗、平林秀介、重宗明子、田村克徳 

発表論文等： 

表１． 各試験地の高温登熟性検定方法概要
東北農研 中央農研 作物開発センター 西日本農研 九州沖縄農研

試験年次 2011-2013 2010､2012-2017 2014-2016 2009-2016 2012､2013、2016
移植日 5月下旬 ５月中旬 4月下旬～5月下旬 5月中旬～5月下旬 4月下旬～5月中旬
栽植密度(株/㎡) 29.6 22.2 22.2 22.2 22.2
基肥(kg/10a) 8.0 5.0 8.0 4.5 4.0
追肥(kg/10a) 0 0 0 0 0
高温遭遇 ガラス温室 ガラス温室 ビニールハウス ビニールハウス ビニール被覆
方法 あるいは温水プール 及び早植え 及び早植え 及び早植え

加温 なし
ガラス室：なし

温水プール：32℃
なし なし なし

玄米品質の 達観判定及び穀粒判別器 穀粒判別機 穀粒判別機 達観判定及び穀粒判別器 達観判定及び穀粒判別器
評価方法 （サタケRGQI10A） （サタケRGQI20A） （サタケRGQI10A） （サタケRGQI20A） （サタケRGQI10A）

表２．高温登熟性標準品種

3 4 5 6 7

弱 やや弱 中 やや強 強

極早生・早生
駒の舞
初星

むつほまれ
あきたこまち

ふ系227号
里のうた
こころまち

ふさおとめ

中生 ササニシキ
ひとめぼれ
はえぬき

みねはるか

晩生・極晩生 コシヒカリ つや姫 笑みの絆

極早生・早生 初星
あきたこまち
ひとめぼれ

ハナエチゼン

中生 ともほなみ コシヒカリ 笑みの絆

晩生・極晩生 祭り晴
日本晴

みずほの輝き
あきさかり

極早生・早生
初星

あかね空
あきたこまち

コシヒカリ
とちぎの星

ふさおとめ
笑みの絆

中生
彩のかがやき

さとじまん

日本晴 なつほのか

晩生・極晩生
葵の風

ヒノヒカリ
シンレイ コガネマサリ

極早生・早生 キヌヒカリ
あきたこまち
ひとめぼれ
コシヒカリ

ハナエチゼン
つや姫

ふさおとめ

中生 祭り晴  日本晴

晩生・極晩生
葵の風

ヒノヒカリ
コガネマサリ

極早生・早生
初星

祭り晴
黄金晴 日本晴 みねはるか なつほのか

中生 ヒノヒカリ シンレイ にこまる コガネマサリ おてんとそだち

晩生・極晩生 あきさやか たちはるか ニシヒカリ

地域区分 生態型

寒冷地北部・中部

寒冷地南部

温暖地東部

温暖地西部

暖地

表３．階級ごとの白未熟粒発生割合
階級 品種・系統数 白未熟粒割合（％）

強 8 18.2a

やや強 16 24.9ab

中 19 34.2b

やや弱 5 50.7c

弱 19 54.3c

白未熟粒割合（％）は、基白、背腹白、乳心白の合計値
表中の値は平均値±標準偏差
a,b,c異符号間に5%水準で有意差有り（Tukey-Kramer法）
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1)梶ら(2016)東北農研研報、118:49-55 

2)田村ら(2018)日作紀、印刷中 
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［成果情報名］高度複合病害抵抗性テンサイ品種「北海 104 号」 

［要約］テンサイ「北海 104 号」は、主要病害である黒根病および褐斑病に対して北海道の

優良品種で最も強い抵抗性を有し、そう根病抵抗性と抽苔耐性を備えた高度複合病害抵抗

性品種である。  
［キーワード］テンサイ、高度複合病害抵抗性、黒根病、褐斑病、抽苔耐性 

［担当］北海道農業研究センター・畑作物開発利用研究領域・テンサイ育種グループ 

［代表連絡先］電話 011-857-9212 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

北海道のテンサイ栽培では、近年、黒根病や褐斑病の多発に起因して収量低下が問題と

なっている。そのため、畑輪作体系の維持や製糖関連産業等の地域経済にも大きな影響を

及ぼしている。気候変動に関する将来予測によれば、テンサイでは気温上昇と降水量の増

加に伴い、黒根病や褐斑病の初発が早期化し、発生量も増加すると予想されており、今ま

で以上に強い病害抵抗性品種が求められている。北海道の優良品種では、「北海みつぼし」

が黒根病に、「リボルタ」が褐斑病に高度抵抗性を持つが、これらは原料栽培時に発生す

る当年抽苔への耐性に問題がある。そこで、北海道農業研究センターが保有する黒根病お

よび褐斑病抵抗性の種子親に、海外種子会社のそう根病抵抗性の花粉親を交配し、主要 3

病害に対して高度抵抗性を有し、抽苔耐性にも強い複合病害抵抗性品種を早期に開発する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．「北海 104 号」は、国際共同研究により北海道農業研究センターの黒根病および褐斑

病抵抗性に優れる種子親「JMS72」と MariboHilleshög のそう根病抵抗性の花粉親「POLL-

5015」を交配して育成した単胚・二倍体一代雑種である。 

２．「北海 104 号」の黒根病抵抗性は“強”であり、北海道の優良品種で最も強い抵抗性

である（表 1、図 1）。 

３．「北海 104 号」の褐斑病抵抗性は“かなり強”であり、北海道の優良品種で最も強い

抵抗性である（表 1）。 

４．「北海 104 号」は、抽苔耐性が「北海みつぼし」および「リボルタ」よりも優れる（表

1）。 

５．「北海 104 号」は、対照品種である「北海みつぼし」および「リボルタ」と比較して、

糖量はやや少ない(表 2)。 

６．黒根病に起因する根腐症状が発生する条件では、「北海 104 号」は「リボルタ」より

糖量がやや優るなど（図 2）、近年被害が拡大している主要病害の発生に対しても安定生

産が可能である。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：テンサイ生産者、テンサイ製糖各社 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：北海道一円に 500ha（平成 32 年以降） 

３．種子親の「JMS72」は 2017 年に品種登録出願（第 32585 号）済みである。 

４．その他：根腐病抵抗性が“やや弱”であるため、適切な防除に努める。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   （松平洋明） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（農食事業） 

研究期間：2010～2017 年度 

研究担当者：松平洋明、黒田洋輔、岡崎和之、上田重文、高橋宙之、田口和憲、Rickard 

Jonsson（MariboHilleshög） 

発表論文等： 

1) 田口(2014)育種学研究、16(4):186-191 

2) Taguchi K. et al. (2011) G3 1(4):283-291 

「北海104号」
“強”

「リボルタ」
“やや強”

図1 黒根病が激発した圃場
（2016年、池田町）

糖量（対｢リボルタ｣%）

根腐症状株率

図2 黒根病の発生が確認された農家圃場での
糖量と根腐症状株率（2017年）
1) 調査株数に占める内部腐敗が半分以上の株率で、

本試験での根腐症状は主に黒根病に起因する。

0.0%       6.7%
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3) 松平ら「北海 104 号」品種登録出願予定(2018 年) 
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［成果情報名］遺伝子組換えカイコの養蚕農家での飼育システムの構築と実現 

［要約］緑色蛍光シルクを作る遺伝子組換えカイコについて、第一種使用規程の承認を得て、

遺伝子組換えカイコとして世界で初めて養蚕農家での実用的な飼育を可能にすることによ

り、新たな価値を有する蚕業創出に先鞭をつける。 

［キーワード］遺伝子組換えカイコ、蛍光シルク、農家飼育、生物多様性影響評価 

［担当］生物機能利用研究部門・新産業開拓研究領域・新特性シルク開発ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6285 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

中山間地や離島において基幹産業である農林水産業の弱体化が深刻化する中で、遺伝子

組換えカイコを利用した新たな機能性シルク素材の産業化が期待されている。これまでの

一般的なカイコ品種をはるかに超える高い付加価値を実現するためには、遺伝子組換えカ

イコの導入が必要である。 
そのうえで、蛍光シルクなどの高機能シルクを生産する遺伝子組換えカイコを養蚕農家

に導入するためには、カルタヘナ法が定める第一種使用等としての実施が求められている

ため、生物多様性への影響のおそれがないことを示して大臣承認を得る必要がある。  
緑色蛍光シルクを生産する遺伝子組換えカイコ（以下「本遺伝子組換えカイコ」という。）

について、関連する行政部局とも丁寧に連絡を取りながら、生物多様性への影響のおそれ

がないことを科学的に示し、第一種使用規程の大臣承認を得て、一般の養蚕農家での飼育

を可能にする。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．本遺伝子組換えカイコを一般の養蚕農家で飼育できるようにするため、カルタヘナ法

が定める第一種使用規程の大臣承認を得る必要がある。 

２．第一種使用規程承認申請に際し、競合における優位性、捕食性、有害物質の産生性、

交雑性による生物多様性影響を評価するため、野外におけるカイコの生存可能性や、本

遺伝子組換えカイコの成育日数や幼虫体重、繭の重量、産卵数、幼虫と成虫の行動範囲

などの調査から、本遺伝子組換えカイコは非遺伝子組換えカイコに比べて生物多様性影

響を高めるような性質は認められない（図 1）。 

３．2017 年 9 月に農林水産大臣および環境大臣より本遺伝子組換えカイコの第一種使用規

程の承認を得ることにより、3 齢幼虫期から繭までについて養蚕農家での飼育を可能と

している（表 1、図 2、3）。 

４．一般の養蚕農家で遺伝子組換えカイコの実用的な飼育を開始するのは世界で初めての

成果であり、単なる養蚕業の復活ではなく、新たな蚕業の創出に先鞭をつけるものとし

て期待される。 

５．本遺伝子組換えカイコについて承認された第一種使用規程では、飼育する養蚕農家に

おいて、カイコの近縁野生種であるクワコをフェロモントラップで捕獲するモニタリン

グを実施するなど、生物多様性影響の防止に万全を期すこととしている。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：養蚕農家、製糸工場 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国の養蚕農家と製糸工場 

３．その他：本遺伝子組換えカイコの第一種使用規程に付属する飼育等要領で、農研機構

は本遺伝子組換えカイコを適切に管理するため、幼虫の飼育や繭からの繰糸を行おうと

する者についての情報を収集し、適切に管理できる者に限って飼育や繰糸等をさせるこ

とが定められている。 
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［具体的データ］ 

 

  表 1 大臣承認までの経過  
2013 年 7 月 隔離飼育試験の申請 

2014 年 5 月 隔離飼育試験の承認 

2014 年～2016 年 隔離飼育試験 

2016 年 11 月 農家飼育の申請 

2016 年 12 月～ 

2017 年 3 月 

専門家による検討 

2017 年 7 月～8 月 パブリックコメント 

2017 年 9 月 農家飼育の承認 

2017 年 10 月 農家飼育の開始 

 図 1 5 齢幼虫の移動距離（12 時間） 

 

   

 図 2 養蚕農家での飼育 図 3 養蚕農家での蛍光繭 

 

（冨田秀一郎、河本夏雄） 

 

［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（25 補正「革新プロ」）、

その他外部資金（27 補正「地域戦略プロ」） 

研究期間：2010 年度～2017 年度 

研究担当者：河本夏雄、津田麻衣、飯塚哲也、岡田英二、平山力、瀬筒秀樹、田部井豊、

行弘研司、冨田秀一郎、桑原伸夫（群馬県蚕糸技術センター）、伊藤寛（群馬県蚕糸技

術センター）、池田真琴（群馬県蚕糸技術センター）、下田みさと（群馬県蚕糸技術セ

ンター）、木内彩絵（群馬県蚕糸技術センター） 

発表論文等： 

1)河本ら(2014)蚕糸昆虫バイオテック、83(2):171-179 

2)Komoto N. et al. (2016) J. Insect Biotechnol. Sericol. 85(3): 67-71 
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［成果情報名］糖度が高く、ドリップの少ない晩生カンキツ新品種「あすき」 

［要約］カンキツ新品種「あすき」は、糖度が極めて高く食味がよい晩生のミカンである。

ナイフでカットした場合のドリップが少なく、カットフルーツでの利用にも適する。 

［キーワード］カンキツ新品種、晩生、高糖度、カットフルーツ 

［担当］果樹茶業研究部門・カンキツ研究領域・カンキツ育種ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6453 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

これまで 1～2 月に成熟する中生カンキツは数多くの品種が育成されており、「あす

み」などの高糖度が特徴の品種の普及が進みつつある。しかし特別な栽培管理をしなくて

も高糖度果実生産が可能で、3 月以降に成熟する晩生品種の開発は十分ではない。また、

近年、生鮮果実の消費が停滞する中で、カットフルーツとしてパック詰めされた商品の市

場拡大が予想されており、カットフルーツに適した品種の需要が高まっている。そこで晩

生で食味がよく、カットした果肉から流れ出る果汁（ドリップ）が少なくカットフルーツ

としての適性をもつ品種を育成する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．1992 年に果樹試験場（現農研機構果樹茶業研究部門）において、オレンジ香を有

し、雄性不稔性かつ単胚性である「カンキツ興津 46 号」に、良食味で、じょうのう膜

が薄く食べやすい「はるみ」を交雑して得られた実生から選抜した。2006 年から 2016

年までカンキツ第 10 回系統適応性・特性検定試験に「カンキツ興津 60 号」として供試

して特性を検討し、2016 年８月の第 10 回系統適応性試験成績検討会において、新品種

候補とした。 

２．樹勢は中程度で「あすみ」より弱い。とげの発生程度は「あすみ」より少なく短い。

隔年結果性の程度は少ない。かいよう病の発生程度も「あすみ」より少なく、慣行防除

によりそうか病の発生は認められない（表 1）。 

３．果実は 180g 程度で、果皮は橙色である（図 1）。剥皮性は中～やや難で、年により

やや剥きづらいことがある。浮皮の発生はない。果肉の糖度は 16％程度と極めて高

く、酸含量は 3 月下旬に 1.2g/100ml 程度となる。自然受粉条件のもとで平均７粒程度

の種子が入り、無核果はほとんどない。成熟期は 3 月頃である（表 2）。 

４．果肉部をナイフで一定容積にカットした後のドリップの程度は、現在カットフルーツ

として主に利用されるオレンジと同程度に少ない（表 3）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：カンキツ生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：いずれの試作試験地においても高糖度果

実が生産されており、土壌および気象条件に対する適応範囲は広いが、成熟期が 3 月と

なるため冬季温暖な地帯での栽培に適する。福岡、長崎、鹿児島の各県において有望と

評価されている。 

３．その他：かいよう病の発生を抑えるために慣行のかいよう病に対する薬剤防除は必要

である。かいよう病多発地帯での栽培は避け、風当たりの強くない園地もしくは防風垣

の整備された園地での栽培が望ましい。また、種子数の増加を防ぐため、周辺には花粉

の多い品種の植栽を避ける。 
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［具体的データ］ 

 

表１ 「あすき」の樹体の特性 

 

表２ 「あすき」の果実特性 

 

表３「あすき」の果肉のドリップ量 

の比較 

      図１「あすき」の果実 

                     

 

（吉岡照高） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ(業務・加工用) 

研究期間：1992～2016 年度 

研究担当者：吉岡照高、根角博久、吉田俊雄、喜多正幸、國賀武、太田智、中嶋直子、野

々村睦子、濱田宏子、瀧下文孝、野中圭介 

発表論文等：吉岡ら「あすき」品種登録出願第 32235 号(2017 年 11 月 16 日出願公表) 

（農研機構果樹茶業研究部門カンキツ研究拠点 2013～2015 年 露地栽培）  

（農研機構果樹茶業研究部門カンキツ研究拠点 2013～2015 年 露地栽培）  

* ：調査日は各月 20 日前後で 3 年間の平均で記入  

**：無核果の多少：無：無し、少：無核果が 1/3 未満、中：無核果が 1/3 以上 2/3 未満、多：無核果が 2/3 以上  

あすき 2月20日 181 中～やや難 無 15.6 1.37 7.6 無～少 2下～3

3月20日 176 やや難 無 16.0 1.18 － － －

あすみ 2月20日 173 やや難 無 14.4 0.97 7.0 無 1下～2上

せとか 2月20日 188 中～やや難 無 13.9 1.38 0.1 少～中 2下

品種
果実重
（ｇ）

種子数
（個）

無核果
の多少

剥皮性
糖度
(%)

酸含量
（g/100ml）

浮皮の
発生調査日 * 成熟期

(月旬)
**

多少 長さ

あすき 中～やや強 無～少 短 少 無 無

あすみ やや強 多 短～中 やや強 無～軽 無

せとか 中 中～多 短 中 無～軽 無

品種 樹勢
枝梢のとげ そうか病

発生程度
隔年結果

性
かいよう病
発生程度

* ：オレンジとグレープフルーツは小売店

で海外輸入果実を購入し供試  

**： 果肉を一定の容積にカットし、4℃で

24 時間密封保存した後の果肉 100g あたり

のドリップ量  

2 オレンジ 
* 0.527

3 あすき 0.562

2 あすき 0.655

4 川野なつだいだい 1.189

2 グレープフルーツ 
* 1.384

12 青島温州 1.444

3 清見 1.847

調査月 品種名

保存後の

ドリップ量
**

（g）
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［成果情報名］甘く多汁で食味が良く着色しやすい中生のリンゴ新品種「錦秋」（きんしゅう） 

［要約］「錦秋」は甘味が多く食味の優れる中生のリンゴ新品種である。果皮は濃赤色で着

色しやすく、多汁で肉質が良い。 

［キーワード］リンゴ新品種、高品質、中生、着色良好 

［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］ 

中生リンゴの主要品種である「ジョナゴールド」は、果実の外観が良く、収量が多く栽

培しやすいことから栽培が拡大してきた。しかし、「ジョナゴールド」は酸味がやや多く、

甘い食味のリンゴ品種を好む消費者の増加に伴って、最近は栽培面積が減少している。ま

た、「ジョナゴールド」は成熟期の高温によって着色不良となりやすいことから、その主

産地は冷涼な北東北地域に限定されている。中生品種の「千秋」も品質が良いことから一

時期栽培が増加したが、裂果が発生しやすいことから最近は栽培が減少している。そのた

め、甘味が多く高品質で消費者の嗜好に合致し、着色が容易で裂果が少なく広範な地域で

栽培できる中生のリンゴ品種を育成する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．1994 年に果樹研究所（現果樹茶業研究部門）リンゴ研究拠点において、「千秋」に

4-4349（「つがる」×「いわかみ」）を交雑して得られた実生から選抜した。2009 年

から 2016 年までリンゴ第 6 回系統適応性検定試験に供試してその特性を検討し、2017

年 2 月の同試験成績検討会において新品種候補とした。2017 年 7 月 5 日に品種登録出

願し、2017 年 10 月 26 日に出願公表された。 

２．樹勢は中位、短果枝の着生はやや少～中で「千秋」と同程度である。開花期は育成地

では 5 月中旬で、「千秋」や「ジョナゴールド」より 3 日程度遅い。S 遺伝子型は S 3S 7

であり、「つがる」とは交雑不和合性を示すが、「つがる」以外の主要品種とは交雑和

合性である。果実の成熟期は 10 月上旬で「千秋」とほぼ同時期に成熟し、「ジョナゴ

ールド」より 19 日程度早い。裂果、心かびの発生率はいずれも 3％程度で、「ジョナ

ゴールド」と同程度で「千秋」より低い。後期落果の程度は無～少で、斑点落葉病に抵

抗性である（表１）。 

３．果実重は 300g 程度で、「ジョナゴールド」より小さく「千秋」と同程度の大きさで

ある。果皮は濃赤色で着色しやすく、さびの発生は少ない（図１）。肉質は良く、果肉

硬度は 14 ポンド前後で、果汁は多い。糖度は 15.4％程度で「千秋」や「ジョナゴール

ド」よりやや高く、酸度は 0.34ｇ/100ml 程度で「千秋」や「ジョナゴールド」より低

いため、甘味が多く、食感・食味に優れる。果実の日持ち（20℃下での品質保持日数）

は 10～14 日で、「千秋」と同等かやや短く、「ジョナゴールド」より長い（表２）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：リンゴ生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：北海道など寒冷な栽培地域でも糖度は十

分に高く、既存の栽培品種並みに果実が肥大することに加えて、北関東地方（茨城県、

栃木県、群馬県）や東海地域（岐阜県）でも着色・食味が優れることが確認されている

ため、全国各地のリンゴ生産地域で 40ha 以上の普及が期待される。 

３．その他：苗木販売は 2018 年秋季より開始予定。栽培地域、年次によっては短果枝の

着生が少なくなるため、短果枝の着生状況により、必要に応じて長果枝も利用して着果

量を確保する。  
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（阿部和幸） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：1994～2016 年度 

研究担当者：阿部和幸、森谷茂樹、岩波宏、古藤田信博、副島淳一、岡田和馬、高橋佐栄、

加藤秀憲、小森貞男、土師岳、別所英男、伊藤祐司、石黒亮、清水拓 

発表論文等：阿部ら「錦秋」品種登録出願第 32286 号(2017 年 10 月 26 日出願公表) 

 

品　種 樹 勢 短果枝の 開花盛期 S遺伝子型 収穫盛期 裂 果 心かび 後期 斑点落葉病

着　生 （月/日） （月/日） （%） （%） 落果 抵抗性

錦　秋 中 やや少～中 5/11 S 3S 7 10/3 3 3 無～少 抵抗性

ジョナゴールド 中 やや多～多 5/7 S 2S 3S 9 10/22 2 5 無～少 抵抗性

千　秋 やや強 やや少～中 5/8 S 1S 7 10/6 12 15 無～少 抵抗性

（農研機構（盛岡）2014～2016）

表１　「錦秋」の生育特性

品　種 果実重 肉 質 果肉硬度 果汁の 糖 度 酸 度 日持ち

（g） 着色 さび (lbs) 多 少 （%） (g/100ml) （日）

錦　秋 305 多 無～少 良 14.3 やや多～多 15.4 0.34 10～14
ジョナゴールド 353 やや多 無 やや不良～中 13.4 中～やや多 14.8 0.48 5～7

千　秋 315 やや多 無 良 13.7 多 14.4 0.50 12～14

（農研機構（盛岡）2014～2016）

表２　「錦秋」の果実特性

果皮

図１ 「錦秋」の結実状況 
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［成果情報名］果皮が着色しやすく日持ちが良い早生のリンゴ新品種「紅みのり」（べにみのり） 

［要約］「紅みのり」は果皮が着色しやすく食味良好な早生のリンゴ新品種である。安定し

て結実良好であり、果実の日持ちが良い。 

［キーワード］リンゴ新品種、着色良好、良食味、早生、結実良好 

［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］ 

地球温暖化による気候変動はリンゴ栽培にも影響を及ぼしており、特に温暖なリンゴ栽

培地域では、気温の高い時期に果実が成熟する「つがる」等の早生品種において果実の着

色不良や果肉軟化などの品質低下となって顕著に現れている。そのため、高温条件でも果

皮の着色が容易で果実品質が低下しにくい早生の良食味品種を育成する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．1981 年に果樹研究所（現果樹茶業研究部門）リンゴ研究拠点において、「つがる」

に「ガラ」を交雑して得られた実生から選抜した。2009 年から 2016 年までリンゴ第 6

回系統適応性検定試験に供試してその特性を検討し、2017 年 2 月の同試験成績検討会

において新品種候補とした。2017 年 7 月 5 日に品種登録出願し、2017 年 10 月 26 日に

出願公表された。 

２．樹勢は中位で、短果枝の着生は多い。開花期は育成地では 5 月上旬で、「つがる」や

「さんさ」とほぼ同時期である。S 遺伝子型は S 3S 5であり、「つがる」などの主要品種

とは交雑和合性である。果実の成熟期は 8 月下旬から 9 月上旬で、「つがる」より 14

日程度早い（表１）。 

３．早期から安定して結実良好であり、「つがる」や「さんさ」より 1 樹当たり収量及び

累積収量が多い（図１）。裂果の発生率は 18％前後で、「つがる」や「さんさ」より

高い。心かびの発生率は 4％前後で、「つがる」と同程度に低い。後期落果の程度は

「つがる」と同程度であり「さんさ」より落果しやすい。斑点落葉病に抵抗性である

（表１）。 

４．果実重は 300g 程度となり、果皮は赤色で着色しやすく、さびの発生は少ない（図

２）。肉質は中位で果肉硬度は 15～16 ポンドとやや硬く、果汁の量は中程度である。

糖度は 13.6％程度で「つがる」や「さんさ」よりやや低く、酸含量は 0.31ｇ/100ml 程

度で「つがる」と同程度、甘酸適和で食味は良い。果実の日持ち（20℃下での品質保持

日数）は 12～14 日で、「つがる」や「さんさ」より長い（表２）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：リンゴ生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：「つがる」など早生の赤色品種で着色不

良や果肉軟化等の品質低下が問題となる地域（富山県、石川県、岐阜県等）を中心に

20ha 程度の普及が期待される。 

３．その他：苗木販売は 2018 年秋季より開始予定。本品種では裂果の発生が認められ、

発生率が 20％を超える場合も観察されている。樹勢は中程度であるが、栽培条件によ

っては幼木や若木の生育が旺盛になり、裂果の発生を助長するため、適正な樹勢の維持

と果実肥培管理を行う。「つがる」と同様に中程度の後期落果が発生するが、落果防止

剤の使用により低減可能である。 
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［具体的データ］ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    （阿部和幸） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：1981～2016 年度 

研究担当者：阿部和幸、副島淳一、別所英男、森谷茂樹、岩波宏、古藤田信博、増田哲

男、小森貞男、岡田和馬、吉田義雄、伊藤祐司、土屋七郎、高橋佐栄、羽生田忠敬、加

藤秀憲、土師岳、石黒亮、清水拓、樫村芳記、真田哲朗 

発表論文等：阿部ら「紅みのり」品種登録出願第 32285 号(2017 年 10 月 26 日出願公表) 

品　種 樹 勢 短果枝の 開花盛期 S遺伝子型 収穫盛期 裂 果 心かび 後期 斑点落葉病

着　生 （月/日） （月/日） （%） （%） 落果 抵抗性

紅みのり 中 多 5/7 S 3S 5 8/30 18 4 中 抵抗性

つがる 中 中 5/8 S 3S 7 9/13 0 4 中 抵抗性

さんさ やや弱～弱 やや多～中 5/8 S 5S 7 9/2 1 0 無～少 抵抗性

（農研機構（盛岡）2014～2016）

表１　「紅みのり」の樹の特性
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紅みのり さんさ つがる
紅みのり（累積） さんさ（累積） つがる（累積）

品　種 果実重 肉 質 果肉硬度 果汁の 糖 度 酸 度 日持ち

（g） 着色 さび (lbs) 多 少 （%） (g/100ml) （日）

紅みのり 302 やや多～多 無～少 中 15.5 中 13.6 0.31 12～14

つがる 282 中～やや多 無～少 中 13.9 中～やや少 14.2 0.29 7～10

さんさ 275 中～やや多 少～多 中 14.2 中 14.0 0.39 5～7

（農研機構（盛岡）2014～2016）

果皮

表２　「紅みのり」の果実特性

図１ 「紅みのり」若木の収量  
各品種の樹齢は 2011 年当時 4 年生 

図２ 「紅みのり」の結実状況  
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［成果情報名］酸味が少なく糖度が高いニホンスモモ新品種「ハニービート」 

［要約］「ハニービート」は酸味が少なく糖度が高いニホンスモモ新品種である。中生の主

要品種である「ソルダム」や「サマーエンジェル」より 10 日程度早く収穫することがで

きる。 

［キーワード］ニホンスモモ、新品種、低酸、高糖度 

［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］ 

ニホンスモモでは「大石早生すもも」と「ソルダム」が二大品種で、これらで全栽培面

積の約半分を占めている。しかし、両品種とも酸味が強く、甘味をより好む現在の消費者

嗜好には合わないため、生産は大きく減少している。代わりに、酸味の少ない「貴陽」、

「秋姫」、「サマーエンジェル」などの品種が増えているが、いずれも中生以降の品種で

ある。そこで、既存の酸味が少ない品種のいずれよりも早く収穫できる良食味の新品種を

育成する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１． 2001 年に農研機構果樹研究所（現果樹茶業研究部門）において、PP-26-6（「ソル

ダム」×「オザークプレミア」）に「太陽」を交雑し、得られた実生から選抜した。

2009 年から 2016 年までスモモ第２回系統適応性検定試験に供試してその特性を検討

し、2017 年 2 月の同試験成績検討会において新品種候補とした。2017 年 5 月 31 日に品

種登録出願し、2017 年 10 月 20 日に出願公表された。 

２．「ハニービート」の樹姿は直立性と開張性の中間で、樹勢はやや強い。短果枝及び花

芽の着生は中程度で、「ソルダム」及び「サマーエンジェル」よりやや劣る。開花盛期

は育成地では３月末で「ソルダム」及び「サマーエンジェル」と同時期である。収穫盛

期は育成地では 7 月中旬頃で、「ソルダム」及び「サマーエンジェル」などの中生の主

要品種より約 10 日早く収穫できる。  

３．「ハニービート」は自家不和合性で、S 遺伝子型は S cS fである。「貴陽」及び「小

松すもも」を除く我が国の主要品種が受粉樹として使える。 

４．「ハニービート」の果形は円形である。果皮色は紅紫で、果肉色は黄である。果実の

大きさは 120g 程度で「ソルダム」と同程度である。糖度は 15％程度と「ソルダム」よ

り高く、酸味は pH4.4 程度と「ソルダム」及び「サマーエンジェル」より少なく食味良

好である。  

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：ニホンスモモ生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国のニホンスモモ生産地で栽培可能で

ある。西日本の産地を中心に 60ha 程度の普及が期待される。 

３．その他：苗木は 2018 年秋季より販売される予定。果梗部を中心に輪紋が発生しやす

いため、成熟期に降雨が多いと裂果の発生が多くなる可能性がある。黒斑病に罹病性で

あるが、他の主要品種に比べて発生は少ない傾向にある。 
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［具体的データ］ 

 

 
 

 

 

 

 

 

図１ 「ハニービート」の果実 

 

                    （八重垣英明） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2001～2017 年度 

研究担当者：八重垣英明、末貞佑子、澤村豊、土師岳、山口正己、安達栄介、山根崇嘉、

鈴木勝征、内田誠 

発表論文等：八重垣ら「ハニービート」品種登録出願第 32148 号(2017 年 10 月 20 日出願

公表) 

品種 樹姿 樹勢
短果枝
の着生

花芽の
着生

開花盛期 収穫盛期
S  遺伝

子型

ハニービート 中間 やや強 中 中 3月30日 7月12日 S cS f

サマーエンジェル 中間 やや強 やや多 多 3月30日 7月21日 S bS c

ソルダム 中間 やや強 やや多 多 3月30日 7月23日 S aS b

表１　「ハニービート」の樹の特性

 

品種 果形 果皮色 果肉色
果実重
（ｇ）

糖度
（％）

酸度
（pH)

ハニービート 円 紅紫 黄 128 15.5 4.4

サマーエンジェル 扁円 紅～紅紫 黄 149 16.0 4.0

ソルダム 円 紅 濃紅 129 13.3 3.8

表２　「ハニービート」の果実の特性　

 

（農研機構つくば 2014－2016） 

 

（農研機構つくば 2014－2016） 
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［成果情報名］「あきづき」のコルク状果肉障害はエテホン散布による熟期促進で低減できる 

［要約］ニホンナシ「あきづき」において満開後 100 日頃にエテホン 100ppm を散布するこ

とによって平均収穫日が 8～9 日早まり、コルク状果肉障害の発生個数および発生果率が

顕著に低減する。 

［キーワード］ニホンナシ、生理障害、植物生育調節剤 

［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］ 

農研機構の育成したニホンナシ（Pyrus pyrifolia Nakai）「あきづき」は食味と外観

が良好なため普及が進んでいるが、果肉および果皮直下でのコルク状果肉障害の発生（図

1）が問題となっている。この障害は大きい果実やジベレリン処理した果実で発生しやす

いことが分かっている。一方で同一樹内において熟期の遅い果実で発生が多くなる傾向が

みられ、果実の熟期の遅いことも発生を助長する要因の１つであると考えられる（2016

年度研究成果情報「ニホンナシ「あきづき」と「王秋」に発生するコルク状果肉障害の特

徴」http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/4th_laboratory/nifts/2016/nifts1

6_s12.html）。そこで熟期促進に用いられるエテホンを利用して、果実の成熟を促進する

ことでコルク状果肉障害発生を低減させる技術を開発する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．エテホンは満開後 100 日頃に 100ppm の濃度で立木全面散布する（10a あたり 200～

300L）。 

２．エテホン散布を行うと無散布と比べて平均収穫日が 8～9 日早まる(表 1)。 

３．1 果当たりのコルク状果肉障害の発生個数は、エテホン散布によって大きく減少し、

無散布と比べて 3 分の 1 から 10 分の 1 程度になる(表 1)。 

４．コルク状果肉障害の発生した果実の割合はエテホン散布により大きく低下する。生産

現場で大きな問題となる発生程度「中」以上の果実の割合は無散布で 32～51％である

のに対して、エテホン散布で 2～13％まで低下する(図 2)。 

５．以上より、満開後 100 日頃のエテホン散布により熟期を促進することで、「あきづ

き」のコルク状果肉障害の発生を低減することができる。 

 

［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：「あきづき」の生産地域（栽培面積

371ha（平成 26 年特産果樹生産動態等調査））のうち、コルク状果肉障害の発生が問題

となっている地域で本成果を活用可能である。 

３．満開後 100 日頃のエテホン（50～100ppm）散布は、平成 28 年 12 月にニホンナシ全品

種で使用が可能となっている。 

４．エテホン散布による日持ち性への影響は認められず、無散布と同程度であることを確

認している。 

５．エテホン散布によって収穫時期が早まるため、ニホンナシの主要品種「豊水」と収穫

時期が重なる場合がある。 

６．「あきづき」と同様に「王秋」でも満開後 100 日頃のエテホン散布による熟期促進で

コルク状果肉障害は低減できるが、水浸状果肉障害の発生が増加するため、使用は控え

た方がよい。 
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［具体的データ］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三谷宣仁、草塲新之助） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ(業務・加工用) 

研究期間：2013～2017 年度 

研究担当者：三谷宣仁、羽山裕子、山根崇嘉、井上博道、草塲新之助 

発表論文等： 

1)羽山ら(2017)園芸学研究、16(1):79-87 

2)三谷ら(2017)園芸学研究、16(4):471-477 

図 2 「あきづき」へのエテホン

散布がコルク状果肉障害の発生

に及ぼす影響 
発生程度は、個 の々果実についてコルクの個数
および大きさによって無、少、中、多の4段階
で評価を行っている。**，*は一般化線形モデ
ル構築後のWald検定により，同一年次の無散
布とエテホン散布の間にそれぞれ 1％水準，5
％水準で有意差ありを示す。 

表 1 「あきづき」へのエテホン散布が果実品質および果肉障害の発生に及ぼす影響 

無散布 38 508 4.2 20.2 14.5 5.12 3.6

エテホン散布 40 478 4.1 20.8 13.6 5.13 1.3

無散布 70 504 3.6 20.4 12.6 5.07 4.6

エテホン散布 44 493 3.9 20.2 13.1 5.20 0.4
zニホンナシ地色カラーチャート値（山崎・鈴木，1980）

9月8日

y**，*，NSはWelchのt検定により，同一年次の無散布とエテホン散布との間にそれぞれ1％水準で有意差あり，5％水

準で有意差あり，5％水準で有意差なしを示す

9月14日

2015
9月17日

NS ** NS ** ** **

（1果当たり）

2014
9月22日

NSy NSy NSy **y NSy *y

コルク
発生個数

（g） （N） （°Brix）

年次 処理区 果実数
平均

収穫日
果実重 地色z 硬度 糖度 pH

図 1 コルク状果肉障害の発生した
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［成果情報名］高温でも容易に着色する極大粒のブドウ新品種「グロースクローネ」  
［要約］ブドウ新品種「グロースクローネ」は、高温下でも着色性に優れる極大粒の四

倍体ブドウである。糖度は「巨峰」並み、酸含量は「巨峰」よりやや低い。ジベレリ

ン処理により種なし生産が可能である。  
［キーワード］ブドウ新品種、四倍体、良着色、極大粒、温暖化  
［担当］果樹茶業研究部門・ブドウ・カキ研究領域・ブドウ・カキ育種ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6453 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

我が国において現在栽培されているブドウは、大粒系で紫黒色の「巨峰」や「ピオーネ」

が中心である。近年の温暖化の影響により、夏季の気温が高い西南暖地を中心に有色ブド

ウの着色不良が発生し、「巨峰」や「ピオーネ」においても着色不良である“赤熟れ”が

問題になっている。そのため、ブドウ産地からは、高温下でも安定して着色する品種の開

発に対する要望が強い。また、種なし果に対するニーズも増大している。そこで、「巨峰」

や「ピオーネ」よりも着色が優れ、種なし栽培できる大粒品種を育成する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．1998 年に農林水産省果樹試験場カキ・ブドウ支場（現農研機構）において、紫黒

色で極大粒の「藤稔」に赤色で良食味の「安芸クイーン」を交雑して得られた実生

から選抜した四倍体品種である。 

２．2010 年から 2016 年まで系統番号「ブドウ安芸津 30 号」としてブドウ第 13 回系

統適応性検定試験に供試してその特性を検討し、2017 年 2 月の同試験成績検討会

において新品種候補とした。2017 年 5 月 31 日に品種登録出願し、10 月 20 日に出願公

表された。 

３．ジベレリン 25ppmを満開時と満開 10～15 日後の花（果）房浸漬処理による無核化率は

極めて高い。開花前にストレプトマイシン 200ppmを散布することにより、さらに安定し

た種なし生産が可能である。 

４．樹勢は「巨峰」、「ピオーネ」並みに強い。発芽期は 4 月 14 日頃、開花期は 6 月

4 日頃で「巨峰」より遅い。収穫期は 8 月下旬で「巨峰」、「ピオーネ」と同時期

である（表 1）。 

５．果房重は 23～25 粒程度着粒させると「巨峰」並みの大きさの果房が得られる。ジベレ

リン処理果の果粒重は 20g程度となり、「巨峰」、「ピオーネ」より大きい(表 1、

図 1)。果皮色は紫黒色で、収量を「巨峰」並みとし 450～500gの房作りを行うと、

「巨峰」、「ピオーネ」よりも安定して良着色果が得られる（表 2）。はく皮は中程

度、果肉特性は中間、果肉硬度は中で、「巨峰」、「ピオーネ」と同程度である。糖度は

19.0％と「巨峰」や「ピオーネ」と同程度に高く、酸含量は 0.40g/100mlで「巨峰」より

低い。香気はフォクシーである。年により裂果が発生することがある。脱粒性ならびに

日持ちは「巨峰」、「ピオーネ」並みである。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：ブドウ生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：「巨峰」、「ピオーネ」の栽培地域、特

にこれらの品種の着色不良が問題となる西日本地域（愛媛県、兵庫県、鹿児島県等）で

早期の普及が見込まれる。 

３．その他：苗木販売は 2018 年秋季より開始予定。結果母枝基部の花芽着生が良好なた

め、短梢剪定栽培が可能である。若木のうちは花振い性が強いが、樹齢が進むにつれ
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て花振るいは軽減される。また、場所により裂果が発生するので、成熟期後半の水

分管理には留意し、適度な潅水により極端な乾湿の変動を避けることが望ましい。 

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図１ ブドウ「グロースクローネ」の果房 

 

                    （佐藤明彦） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：1998～2016 年度 

研究担当者：佐藤明彦、山田昌彦、三谷宣仁、河野淳、伴雄介、上野俊人、白石美樹夫、

尾上典之、岩波宏、東暁史、吉岡美加乃、間瀬誠子、伊藤隆男 

発表論文等：佐藤ら「グロースクローネ」品種登録出願第 32149 号(2017 年 10 月 20 日出

願公表) 

品種名 樹勢 発芽期 開花盛期 収穫盛期 果房重（g） 着粒密度
果粒重

（g）
果皮色 はく皮

グロースクローネ 強 4月14日 6月4日 8月25日 476 中 20.3 紫黒 中

巨　 峰 強 4月10日 5月31日 8月22日 476 中 14.6 紫黒 中

ピオーネ 強 4月16日 6月4日 8月28日 426 中 14.5 紫黒 中

品種名 果肉特性 果肉硬度
糖度
（％）

酸度
（g/100ml）

香気 裂果性 脱粒性 含核数
日持ち
（日）

グロースクローネ 中間 中 19.0 0.40 フォクシー 無～極少 易 0.01 4.5

巨　 峰 中間 中 19.1 0.47 フォクシー 無～極少 易 0.00 6.0

ピオーネ 中間 中 19.7 0.44 フォクシー 無～極少 易 0.00 5.0

いずれも長梢剪定樹（台木：コーベル5BB）で満開期及び満開10‐15日後にジベレリン25ppmを浸漬処理.

質的データとして表される項目において裂果性以外は代表的な評価値を表示．

（表1続き）

表1　「グロースクローネ」の特性（農研機構果樹茶業研究部門ブドウ･カキ研究拠点2013～2016）

樹齢（2016年）：「グロースクローネ」10年生、「巨峰」8年生、「ピオーネ」11年生．

 品 種 名 カラーチャート値

 グロースクローネ     9.0 (7.2 - 11.0)

 巨　 峰     7.9 (5.9 - 10.7)

 ピオーネ     6.9 (4.7 - 9.5)

表2　西日本における「グロースクローネ」、
       「巨峰」、「ピオーネ」の着色（2016年）

カラーチャート値は中部地方以西13場所の
平均値．括弧内は最小値と最大値を表す．
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［成果情報名］成長点局所加温と CO 2施用を組み合わせた高収益ミニトマト栽培技術 

［要約］温風ダクトをミニトマト群落上に吊り下げ、成長点付近を局所的に加温すること

で、暖房に係る燃料消費は 10％削減できる。吊り下げたダクトを利用し CO 2施用を行うこ

とで収量は 8％増加する。技術の導入により 10a 当たり農業所得は約 32 万円増加する。 

［キーワード］ミニトマト、暖房、CO 2施用、省エネ、多収 

［担当］野菜花き研究部門・野菜生産システム研究領域・施設生産ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8681 

［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

暖房を必要とする施設生産にとって、昨今の燃油価格の乱高下は経営に大きな影響を与

えることから、経営費に占める暖房費の割合を低下させることが経営の安定化のために重

要である。そこで、ミニトマト促成栽培を対象とし、加温が必要な成長点付近を局所的に

加温し、群落下部の加温を抑えることで、暖房に係る燃料消費を削減することを目指す。

加えて、暖房用のダクトを活用した CO 2施用を組み合わせることで収量を増加させ、技術

導入による総合的な高収益施設生産技術を開発・実用化する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．慣行（従来型の暖房を実施し CO 2施用は実施しない栽培）では施設通路上に敷設する

温風ダクトを本栽培法ではミニトマト群落上に吊り上げて設置し、温風を成長点付近に

直接当たるように、ダクトの斜め下方向に穿孔する（図 1）。穴の間隔は、ダクトを 4

分割して、暖房機に近い側からそれぞれ 1m、50cm、25cm、12.5cm とし、穴の大きさは

直径 6mm 程度とする。暖房機の温度設定は慣行と同一とするが、温度センサーは温風が

当たる成長点付近に設置する。また、風量確保のため送風ファン（出力 1.5kW 程度）を

10a 当たり 1 台設置し、暖房機と連動するように設定する。 

２．CO 2発生器から出る高 CO 2濃度の温風を、暖房機の吸入口へポリダクトを用いて誘導

し、暖房機の送風機能を用いて局所加温用のダクトを通じて CO 2施用を行う（図１）。

CO 2濃度の設定値は 700ppm とし、発生器と暖房機の稼働時間をタイマーで揃える。 

３．成長点局所加温により、夜間の成長点付近の気温は群落下部より 1℃程度高く推移す

る（図 2）。成長点付近の気温が慣行並みに確保されれば、葉や花房の展開速度は慣行

と同程度となる。 

４．CO 2施用による光合成促進により、商品果収量は 8.3％増加する。また、成長点局所

加温により、暖房に係る燃料消費量は慣行と比較して 10％減少する（図 3）。 

５．技術の導入により、10a、1 年当たりの資材・減価償却費が約 17 万円、CO 2施用のた

めの燃料費が約 12 万円必要となる。一方で暖房費が約 4 万円減少し、農業租収益は約

57 万円増加する。これらによって、農業所得は約 32 万円増加する（表 1）。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：トマトおよびミニトマトの施設生産者。 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国の促成もしくは長期多段採り作型

で、つる下ろし誘引もしくは斜め誘引を実施している園芸施設およそ 50ha。 

３．その他： 

・成果の詳細は「成長点局所加温と CO 2施用を組み合わせたミニトマト栽培技術」として

公開しており、ダウンロード可能である。 

・根域温度が慣行より低下する可能性があるため、隔離土耕や養液栽培などの根域が制限

される栽培では根の低温障害に注意する必要がある。また、暖房負荷が高いほど成長点

局所加温の燃料削減効果は高まる。 

・夜温は 2017 年 1 月 24～25 日の値を表示。燃料消費量は 2016 年 12 月 14 日～翌年 1 月

13 日を集計。収量は 2016 年 10 月～翌年 6 月を集計している。 
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表 1 技術導入による経営試算（和歌山県日高川町にて実証、単位:円/10a/年） 
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［具体的データ］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（河崎靖） 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（28 補正｢経営体プロ｣） 

研究期間：2010～2017 年度 

研究担当者：河崎靖、田中寿弥（和歌山日高振興局）、松本比呂起（和歌山日高振興局）、

足立裕亮（和歌山日高振興局）、寺口徹（JA 紀州）、川西孝秀（和歌山暖地園セ） 

発表論文等： 

1)河崎ら(2011)園芸学研究、10(3):395-400 

2)農研機構(2017)｢成長点局所加温と CO 2施用を組み合わせたミニトマト栽培技術｣ 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-

pamph/077165.html (2017 年 9 月 1 日) 

  慣行 
成長点局所加温 

+CO 2施用 
差額 

農業租収益 6,800,000   7,366,944   566,944   

農業経営費 3,760,000   4,009,759   249,759   

  (資材・減価償却費追加分)        (0) (170,509)   (170,509)   

  (燃料費) (390,000)   (469,249)   (79,429)   

  (その他) (3,370,000)   (3,370,000)   (0)   

農業所得 3,040,000   3,357,186   317,186   

図 1 成長点局所加温装置と CO2 発生器の装置接続方法および温風ダクトの穿孔間隔 

   空気の流れを破線矢印で示す 

図 2 成長点局所加温による高さ別夜温 図 3 技術導入による増収効果および暖房に

係る燃料消費削減効果 
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［成果情報名］適品種を用いた露地電照栽培による夏秋小ギクの計画生産技術 

［要約］電照処理による花芽分化抑制効果の高い品種を用い、生産地域での自然開花期およ

び作型ごとの電照終了からの到花日数の情報に基づき電照処理を行うことで、夏秋小ギク

の需要に対応した計画的な切り花生産は可能になる。 

［キーワード］小ギク、電照栽培、開花調節、日長反応、短日植物 

［担当］野菜花き研究部門・花き遺伝育種研究領域・ゲノム遺伝育種ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6811 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

キクの施設栽培では、光周性を利用した電照栽培が一般的であるが、夏秋期の小ギクで

は、電照栽培がほとんど行われていない。現在は自然開花期の異なる多品種を栽培するこ

とで、盆および秋彼岸の大需要期に対応している。しかし、近年激しい気象変動の影響で

開花期の変動が大きくなり、計画的に出荷できない事例が多発している。  
キクは短日植物であり、電照による暗期中断で花芽分化を抑制できる。そこで、露地電

照栽培による開花調節に適した日長反応性をもつ夏秋小ギク品種を選抜することで、夏秋

小ギクの計画生産が可能となる電照栽培作型を開発する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．夏秋小ギクの需要期に応じた計画的な切り花生産は、品種ごとに電照栽培作型を計画

することで可能になる（図 1）。 

２．計画的な切り花生産のためには、電照反応性（電照処理による花芽分化抑制効果）の

高い品種を用いることに加え、あらかじめ生産地域における品種ごとの自然開花日およ

び到花日数（電照終了から開花までの日数）の情報を把握する事が必要である。 

３．夏秋小ギクの電照反応性には大きな品種間差がある。夏秋期の電照栽培用として全国

で栽培されてきた輪ギク品種「岩の白扇」および「精雲」を基準とし、これら品種より

電照条件下での発蕾が遅い夏秋小ギク品種は、電照反応性が高い品種と分類される（表

1）。 

４．露地栽培では自然開花期より開花を早めることは困難であるため、品種選択にあたっ

ては、その地域での自然開花期が計画開花日より早い品種を用いる。 

５．電照終了から開花までの日数（到花日数）は、品種ごとに決まった値となるが、地域

および作型によって変動する（表 2）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：夏秋小ギク生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：東北地方など需要期集中型の夏秋小ギク

産地を中心に、秋田県、宮城県、福島県、茨城県、富山県、岡山県、長崎県、沖縄県で

公設試験研究機関などでの適応試験を経て、産地への技術拡散が始まっている。 

３．その他： 

1）具体的な品種選択の事例として、岡山県南部での電照栽培による 7～9 月出荷のため

には、表 1 の品種より自然開花期が 7 月 10 日以前である品種を利用する。白色品種

では「さぬき」、「精しずえ」、「精しらいと」、赤色品種では「ちづる」、「精ち

ぐさ」、黄色品種では「精こまき」、「はるな」、「ほたる」、「はるか」、「すば

る」が適する。 

2）2016 年の福島県での電照栽培の実証試験では、盆および秋彼岸の需要期出荷率が高

まり、慣行栽培と比較して所得（自家労賃除く）が 15.6％向上した事例がある。 

3）福島県での実証試験における試算では、電照栽培のための年間経費（電照設備の減
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岡山 福島 岡山 福島

すばる 54 51 45 41

精ちぐさ 51 45 48 41

精こまき 54 54 49 42

はるか 60 55 51 45

8月開花 9月開花
品種

精きぬほ - 6/22
精きくの - 7/10
精はなこ - 7/13
満月 - 7/17
精なつぜみ - 7/26
かちわり - 7/30
精はづき - 8/ 1
いそべ - 8/ 5
岩の白扇(輪ギク) - 8/ 7
精雲(輪ギク) - 8/17
黄玉 7/12 8/17
精ひなの 7/17 8/17
精けいか 7/19 8/17
さぬき 7/ 9 8/18
ちづる 6/25 8/20
精しずえ 7/10 8/20
精こまき 6/18 8/21
精ちぐさ 7/ 2 8/21
はるな 7/ 4 8/22
精はぎの 7/11 8/23
星の輝き 7/23 8/24
ほたる 6/26 8/27
精いちき 7/21 8/30
ひばり 7/15 8/31
精しらいと 7/10 9/ 4
はるか 6/17 9/17以降
すばる 7/ 1 9/17以降

品種
電照下での
発蕾開始日
（月/日）

自然
開花日

（月/日）

価償却および電力料金）は、10a あたり約 138,000 円である。 

4）電照は 75Ｗ白熱電球を用いて、縦横 1.4～3m 間隔・高さ 1.5～2m に設置し、22 時か

ら 4 時まで実施した結果である。 

 

［具体的データ］ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 露地電照栽培作型における到花日

数と地域間差 

試験地 岡山：岡山県赤磐市、福島

：福島県郡山市。 

各地における到花日数は複数年の平

均値である。 

表 1 夏秋小ギク 25 品種の自然開花日お

よび電照下での発蕾開始日 

※  

図 1 電照栽培の作型イメージ図 

到花日数に基づき電照終了日を設定することで目標の日に開花させる

ことが出来る。 
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（住友克彦、久松完） 

 

［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（農食事業）、

その他外部資金（地域再生） 

研究期間：2008～2017 年度 

研究担当者：住友克彦、久松完、中野善公、小田篤、道園美弦、森義雄（岡山農総セ）、

藤本拓郎（岡山農総セ）、鈴木安和（福島農総セ）、鈴木詩帆里（福島農総セ）、高田

真美（福島農総セ）、熊谷千敏（福島農総セ）、矢吹隆夫（福島農総セ）、矢野志野布

（イノチオ精興園株式会社）、小川貴弘（イノチオ精興園株式会社）、廣瀬信雄（イノ

チオ精興園株式会社）、山形敦子（秋田農試）、横井直人（秋田農試）、間藤正美（秋

田農試）、村﨑聡（茨城農総セ）、田附博（茨城農総セ）、永井永久（茨城農総セ）、

常見高士（茨城農総セ）、駒形智幸（茨城農総セ）、本図竹司（茨城農総セ） 

発表論文等： 

1)森ら(2017)園学研、16(1):27-39 

2)Sumitomo K. et al. (2014) J. Hort. Sci. Biotech. 89(6):647-654 

3)Sumitomo K. et al. (2013) J. Hort. Sci. Biotech. 88(3):361-367 

4)小田ら(2010)園学研、9(1):93-98 

 

※ －は未調査。  
電照下での発蕾開始日は、挿し芽以降、毎

日電照を行って栽培し、10％の株で発蕾が

見られた日である。挿し芽は 5 月 15・16

日、定植は 6 月 2 日。試験は 9 月 17 日で

打ち切った。自然開花日は 4 月 3 日～8 日

に定植し、露地自然条件下で栽培し、開花

した日である。試験地 岡山県赤磐市。  
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［成果情報名］台風常襲地における耐候性 LED 電球を活用したキクの安定生産技術 

［要約］新たに開発された高力率・省電力・防水性を備えたピーク波長 625nm の耐候性 LED

電球を用いることで、台風による停電時においてもキクの安定生産に必要な電照栽培を継

続できる。 

［キーワード］キク、電照栽培、開花調節、光源 

［担当］野菜花き研究部門・花き遺伝育種研究領域・ゲノム遺伝育種ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6811 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

亜熱帯に位置する南西諸島は、キクの冬季出荷に向けた重要な産地である。台風常襲地

でもあり、その対策として平張施設によって植物の損傷被害の軽減を図っている。しか

し、台風は大規模かつ長期の停電を引き起こすことがあり、その場合、生産者は開花調節

に不可欠な電照処理が行えず、計画外の花芽分化によって大きな損害を受ける。 

停電時には、可搬型の小型発電機から給電することによって電照処理が可能となるが、

従来の白熱電球を用いる場合には発電量が不足し、花芽分化の抑制に必要な電照時間と電

照面積を確保することが困難である。そこで、消費電力の少ない LED 電球を活用し、台風

時の停電による被害を回避できる電照技術を開発する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．耐候性 LED 電球（波長 625nm）、可搬型小型発電機および非常用電源ボックスを用い

ることにより、停電時にも花芽分化抑制のための電照処理を継続でき、キクの安定出荷

が可能になる。2.5kVA の可搬型小型発電機からの給電によって、栽培面積 30a 分に当

たる 330 球の耐候性 LED 電球を用いた 4 時間の電照処理が可能である。 

２．風雨の中や夜間に、発電機の接続および商用電源と発電機間の給電切り替えを簡単・

安全に行うため、非常用電源ボックスを用いる（図 1）。 

３．耐候性 LED 電球は、風雨等過酷な露地にて使用可能な防水性・軽量性に加え、停電時

における小型発電機での点灯に適した、高力率と省電力性を備えた電照栽培用の照明器

具である（図 2）。耐候性 LED 電球のピーク波長は、多くの秋ギクおよび夏秋ギク品種

・系統に対して高い花芽分化抑制効果が示されている 625nm である。 

４．南西諸島の鹿児島県沖永良部島の平張施設 90a におけるスプレーギク栽培を対象とし

た経営評価では、耐候性 LED 電球および小型発電機を活用した台風による停電被害の回

避技術によって、所得の 133％の増加に相当する 2,105 千円/年の増収が見込まれる

（表 1）。 

５．技術紹介パンフレット「キク等の台風等停電時対策マニュアル」では、本技術につ

いて詳細に解説されている。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：キクおよびソリダゴ生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：沖永良部島では、2014～2016 年度にか

けて平張施設、耐候性 LED 電球および小型発電機が 37,194m2（キク生産者 16 戸）で導

入されている。 

３．その他： 

1）露地電照栽培において白熱電球の代替として LED 照明器具を導入する場合、白熱電

球と同等の花芽分化抑制効果があることに加え、風雨等過酷な露地環境での使用に耐

えうる器具を選択する。なお本成果で用いた耐候性 LED 電球は、株式会社エルム製エ

コノライト AG ハイパワー（AG10ASR03-62E26）およびエコノライト NAG（NAG10CSR5-
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図 2 露地栽培環境向け耐候性 LED 電球の外観、仕様一覧および分光分布 

定格電圧 AC 100 V

定格消費電力 7.2 W

力率 0.95

定格寿命 40,000 時間

重量 80 g

口金 E26

1/2配光角 80°

※交流回路において器具で消費される電

力と電源から送り込まれる電力の比。  
※※照射面の放射照度が半分になる角度。  

※※  

※  

62E26）である。 

2）「キク等の台風等停電時対策マニュアル」は、農研機構ホームページより PDF 版を

ダウンロード可能である。 

3）耐候性 LED 電球の消費電力は、75W 白熱電球の 10 分の 1 以下である。沖永良部島で

のスプレーギクのモデル経営では、7 年で白熱電球に比較した累積費用（導入＋ラン

ニングコスト）が下回る。 

4）本成果で用いた耐候性 LED 電球は、沖永良部島での主要花きソリダゴにおいても生

育開花促進効果がある。スプレーギクより電照期間が長いソリダゴでは、3.5 年で白

熱電球に比較した累積費用が下回る。 

 

［具体的データ］ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 非常用電源ボックスおよび小型発電機の接続 
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慣行
※

（白熱電球，発電機なし）

耐候性LED電球
＋発電機

慣行比
（％）

粗収益 15,040 17,472 116

物財費
※※ 2,833 2,984 105

電気代 304 128 42

燃油代 115 117 102

修繕費（建物・農機具） 462 466 101

物流・出荷費 5,773 6,113 106

その他 3,967 3,972 100

農業経営費 13,454 13,781 102

農業所得（混合所得） 1,586 3,691 233

費目

表 1 沖永良部島のスプレーギクモデル経営（90ａ）での平張施設における耐候性

LED 電球および小型発電機による台風停電対策の経済性試算（千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 台風が 10 月上旬に襲来し 2 日以上の停電が発生したと想定し試算した。試算内訳

は沖永良部花き専門農協の生産実績を参考に減収率を算出し、①12 月出荷作型

が 25％減収、②採穂用株の被害による 2 月および 3 月出荷作型が 24 および 28

％減収、とした。 
※※ 鉄骨平張施設とそれに付帯する耐候性 LED 電球および発電機は「奄美群島成長戦

略推進交付金事業」を活用して導入。 

（住友克彦、久松完） 

 

［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：2014～2015 年度 

研究担当者：住友克彦、久松完、中野善公、小田篤、高橋重一、桐原弘（株式会社エル

ム）、和田健吾（株式会社エルム）、西原健作（株式会社エルム）、橋口満洋（株式会

社エルム）、竹内秀樹（株式会社エルム）、野崎晋一（株式会社エルム）、神浦由美子

（株式会社エルム）、内田克彦（株式会社エルム）、白山竜次（鹿児島県農業開発総合

センター）、郡山啓作（鹿児島県農業開発総合センター）、今給黎征郎（鹿児島県農業

開発総合センター）、木戸君枝（鹿児島県農業開発総合センター）、原田陽帆（鹿児島

県農業開発総合センター）、武吉治（和泊町）、脇田直次（和泊町）、大吉憲仁（和泊

町）、美野忠徳（和泊町）、児玉寿人（鹿児島県大島支庁沖永良部事務所）、神薗孝浩

（鹿児島県大島支庁沖永良部事務所）、矢野幸一（鹿児島県大島支庁沖永良部事務

所）、山内徳廣（鹿児島県大島支庁沖永良部事務所） 

発表論文等： 

1)農研機構(2017)「キク等の台風等停電時対策マニュアル」 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/t

ech-pamph/074235.html (2017 年 3 月 14 日) 

2)白山ら(2016)園学研、15(4):417-424 
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［成果情報名］人工光閉鎖型育苗と水耕栽培等によるトルコギキョウの年 3 作周年生産技術体系 

［要約］人工光閉鎖型育苗装置による大苗の計画生産と、NFT 水耕栽培、病害対策、および

複合環境制御システムを用いることで、1 棟のハウスで年 3 作の栽培が可能である。ハウ

ス 3 棟を用い、栽培期間を組み合わせることで周年生産ができる。 

［キーワード］トルコギキョウ、人工光閉鎖型育苗、水耕栽培、複合環境制御、周年生産 

［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 029-838-6811 

［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］ 

トルコギキョウは周年需要があり安定供給が求められている。しかし、従来の生産体系

では播種から収穫まで 6 か月以上を要すること、また、連作障害も発生しやすいことから

土壌消毒等が必要とされ、同一圃場での年 2 作以上は困難である。トルコギキョウの生産

量を増やしてマーケットを拡大するためには、より効率的な生産体系の構築が必要であ

る。そこでトルコギキョウの周年生産を可能とする新たな技術体系を開発する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．人工光閉鎖型育苗装置による大苗の計画生産、NFT 水耕栽培、病害対策、および複合

環境制御システムを用いることで、1 棟のハウスで年 3 作のトルコギキョウの生産が可

能となる。3 棟のハウスを用いて栽培期間を組み合わせることで、周年生産できる。 

２．10℃暗黒 5 週間の給水種子低温処理後に、人工光閉鎖型育苗装置において光合成光量

子束密度 75～125μmol･m-2･S-1、20 時間明期、気温 27.5℃の条件で 5 週間育苗し、本葉

3 対の大苗を生産する(図 1)。同一装置で年間 9 回の育苗が可能である。成長の抑制をも

たらすロゼットが発生しないことを、多数の品種で確認している。 

３．培養液を循環利用する薄膜水耕（NFT）方式を用いる。500L の培養液タンクの場合、

幅 60cm 長さ 20m のベンチ 7 本を 1 ブロックで栽培できる。条間株間 12cm、5 条の定植

パネルで年 3 作すると、慣行 2180 本/a の 3 倍の 6600 本/a の生産が可能である。培養

液濃度は原水分を除いて EC0.5～1.5mS/d の範囲とし、チップバーンを回避するために

発蕾までは低濃度で管理し、発蕾後に濃度を高めて開花開始後は施肥を打ち切る。培養

液温度は 20～30℃の範囲で管理する（図 2）。 

４．根腐症状によって壊滅的な被害を発生するピシウム菌については、施設内外の衛生管

理を徹底するとともに定期的にモニタリングして発症前に検出し対策を講じる。登録農

薬および培養液の交換等、対策マニュアルに沿って対応することで生産が安定化する。 

５．光強度と二酸化炭素濃度を元に目標温度を算出し、窓や機器を制御する複合環境制御

システムにトルコギキョウの光合成特性値を組み込んだ温室環境の自動制御システムを

開発している。このシステムの運用によって熟練生産者が機器の動作を個別に設定する

慣行管理と同程度の品質の切り花が得られ、エネルギーコストも同程度となるうえ省力

化が可能である。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：花き生産者、生産法人等 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国で利用可能なシステムである。育苗

装置と温室環境の自動制御システムは、それぞれ土耕栽培でも利用が可能である。 

３．その他：福島県いわき市の 13.5a のハウス 3 棟において、これらの技術を組み合わせ

て 2016 年 6 月から 2017 年 8 月までに年 3 作 9 回の定植と出荷を実証している（図

3）。水耕栽培によるトルコギキョウの周年出荷は全国初の事例である（図 4）。個別

技術については「トルコギキョウ周年生産のための新技術カタログ集」を参照。ピシウ
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ム菌等のモニタリングや簡易検定は「トルコギキョウ水耕栽培における土壌伝染性病害

対策マニュアル」を参照。 

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３ 実証圃場における年３作ハウス３棟を組み合わせ９回出荷の実績 

H28 H29
ハウス－回数

1-1 定植　　 出荷

1-2 播種 種子冷蔵 育　苗 定植　　 出荷

1-3 定植　　 出荷

2-1 定植　　 出荷

2-2 定植　　 出荷

2-3 定植　　 出荷

3-1 定植　　 出荷

3-2 定植　　 出荷

3-3 定植　　 出荷

6月 ７月 8月 9月 10月 11月 6月 7月 8月12月 1月 2月 4月 5月3月

図１ 人工光閉鎖型育苗条件と苗の形状 

図２ トルコギキョウの生育パターンと培養液管理のイメージ 

黄色はチップバーン好発ステージを示す。 

温度：27.5 ℃ 

明期長：20 時間以上 

光合成有効光量子束密度： 

75～125 μmol/m-2/S-1 

「レイナホワイト」 「ハピネスホワイト」

定植後日数 定植後日数
発蕾

養
液
濃
度

②養液濃度

発蕾

切
り
花
重

チップ
バーン
好発ス
テージ

①生育量

養
液
温
度

発蕾

③養液温度

定植後日数
開花 開花開花
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図４ 実証圃場におけるトルコギキョウの NFT 水耕栽培状況 

（福田直子） 

 

［その他］ 

予算区分：その他外部資金（地域再生） 

研究期間：2013～2017 年度 

研究担当者：福田直子、佐藤衛、牛尾亜由子、川勝恭子、湯本弘子、水野貴行、中野明

正、矢吹隆夫（福島県農業総合センター）、福島啓吾（広島県立総合技術研究所農業技

術センター）、時安美奈（広島県立総合技術研究所農業技術センター）、景山幸二（国

立大学法人岐阜大学）、嶋津光鑑（国立大学法人岐阜大学）、菅野英夫（㈱いわき花

匠）、猪狩広生（㈱いわき花匠）、坂井田洋司（揖斐川工業㈱）、中南暁夫（三菱ケミ

カルアグリドリーム㈱）、狩野敦（㈱ダブルエム）、都丈志（㈱ダブルエム） 

発表論文等： 

1)地域再生花き生産コンソーシアム（2018)「トルコギキョウ周年生産のための新技術カ

タログ集」http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphl

et/tech-pamph/080058.html (2018 年 3 月 1 日) 

2)地域再生花き生産コンソーシアム（2018)「トルコギキョウ水耕栽培における水媒介性

病害対策マニュアル」http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_la

ter/pamphlet/tech-pamph/080059.html (2018 年 3 月 1 日) 
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［成果情報名］ダリアに感染するウイルス・ウイロイドの同時検出技術 

［要約］マルチプレックス RT-PCR 法を用いることで、ダリアに感染するトマト黄化えそウ

イルス（TSWV）、ダリアモザイクウイルス（DMV）およびキク矮化ウイロイド（CSVd）の罹

病性検定を同時に行うことができる。 

［キーワード］TSWV、DMV、CSVd、ダリア、マルチプレックス PCR 

［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 029-838-6811 

［分類］普及成果情報  
 

［背景・ねらい］ 

近年、ダリアは切り花として生産額が増加傾向にある有望な品目であり、無病で高品質

な種苗の需要が高まっている。ダリアの増殖は、球根や挿し芽等による栄養繁殖によって

行われるため、親株がウイルスやウイロイド等に罹病していると、球根・刺し芽苗を通じ

て被害が拡大する。ダリアの生産において特に被害が問題になるのはトマト黄化えそウイ

ルス（TSWV）、ダリアモザイクウイルス（DMV）およびキク矮化ウイロイド（CSVd）であり、

これらの病原体を持たない健全な植物体を親株として選抜する必要がある。本研究におい

ては、これらの病原体を同時に検出出来るマルチプレックス RT-PCR の条件を確立し、ダリ

アにおける省力的な検定法を開発する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．本遺伝子診断法には 1 反応で複数遺伝子を同時に増幅することができるマルチプレッ

クス RT-PCR を用いる。マルチプレックス RT-PCR には TSWV、DMV、CSVd に対応した 6 種の

プライマーを用いる（表１）。また、各プライマー液を含む反応液の組成および反応条件

は表 2 および図 1 のとおりである。 

２．PCR 産物を電気泳動すると、TSWV、DMV、CSVd の感染植物から、それぞれの病原体の遺

伝子に由来する 720bp、402bp および 249bp の増幅遺伝子産物が得られる（図 2）。また、

混合感染ダリアにおいても単独の感染による検出と同様に、増幅反応に干渉がみられず

高い精度で同時に検出される。 

３．本法は RNA 抽出物をサンプルとして用いる以外に、針で親株の葉または茎を刺して、

針先を反応溶液に浸すことでも検出可能である。この場合は、針先に付いたダリアの汁

液をテンプレートとしている。 

４．TSWV は植物体に局在することが知られており、茎の先端部および未展開葉においては

感染濃度が低いため、検定部位としては茎では展開した葉より下の部位、葉では展開し

た葉を利用する。DMV と CSVd の局在は知られておらず、同じ方法での検出が可能である。  

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：都道府県研究機関および普及センター、民間種苗会社である。 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：ダリア生産地を有する全国の都道府県お

よび球根販売を行う民間業者で利用可能である。 

３．その他：本手法は奈良県農業研究センターに導入され、親株の検定を実施した結果、

ダリア球根産地における感染株は減少している。 
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増幅サイズ
(bp)

TSWV TSWV-Rnp ACCCTAAGAAACGACGACTGCG 720
TSWV-Fnp TCTTCACCTGATCTTCATTCATT

DMV DMV-R1345 ACTTCCTGCTAGGACACTCA 402
DMV-F944 AAAAAGAGGCTACCATACCC

CSVd CSVdD-R TCTCCAGGAGAGGAAGGAAACTA 249
CSVdD-F GGAGTAAGCCCGTGGAACCTTAG

対象 プライマー名 塩基配列 (5'-3')

表１　マルチプレックスRT-PCRプライマーの塩基配列

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図２ マルチプレックス RT-PCR によるダリアに感染したトマト黄化えそウイルス（TSWV）、ダリ

アモザイクウイルス（DMV）、キク矮化ウイロイド（CSVd）の同時検出  

M：100 bp DNA Ladder、1：TSWV 感染ダリア、2：DMV 感染ダリア、3：CSVd 感染ダリア、4：

混合感染ダリア、H：健全ダリア、N：蒸留水  

                                （松下陽介） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（農食事業） 

研究期間：2013～2017 年度 

研究担当者：松下陽介、浅野峻介（奈良農研セ）、平山喜彦（奈良農研セ）、仲照史（奈良

農研セ） 

発表論文等： 

1)Asano S. et al. (2015) Lett. Appl. Microbiol. 61(2):113-120 

2)Asano S. et al. (2017) Lett. Appl. Microbiol. 64(4):297-303 

M 1 2 3 4 H N

表２　反応液の調製例
Prime Script 1 Step Enzyme Mix 0.4 µL
2 × 1 step buffer 5.0 µL
各プライマー液 (10 µM) 0.4 µL  × 6
RNase Free 水 1.2 µL
template (10 ng/μL) 1.0 µL
total 10.0 µL

サンプル調整
↓
＜RT-PCR＞
50℃（10分）
↓
94℃（2分）
↓
94℃（30秒）
↓
60℃（30秒） 30サイクル
↓
72℃（30秒）
↓
72℃（5分）
↓
電気泳動

図１　作業手順とRT-PCR反応条件例
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［成果情報名］花を利用した認知リハビリテーションの手引き書 

［要約］SFA プログラム（花を利用した認知リハビリテーション法）は、認知機能の改善やメ

ンタルヘルスケアの手段として利用可能である。SFA プログラムの訓練法と臨床試験結果

を紹介した手引き書を作成し、冊子体と web で公開している。 

［キーワード］フラワーアレンジメント、脳機能、訓練、手引き書、メンタルヘルス  
［担当］野菜花き研究部門・花き生産流通研究領域・品質制御ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-6811 

［分類］普及成果情報 

 
［背景・ねらい］ 

2010 年に発表した花を用いた認知リハビリテーション手法（ Structured Floral 

Arrangement Program：SFA プログラム）は、生花の新しい利用法として花き業界で注目を

集め、関連商品の取り扱いは全国に広がっている。近年では、一般消費者からの問合せも

多く、積極的な情報発信が求められている。そこで、SFA プログラムの詳細な実施手順と、

これまでの臨床試験結果をまとめ、手引き書を作成する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．手引き書は冊子体の他に農研機構野菜花き研究部門および一般社団法人フラワーライ

フスタイリスト協会の web サイトで閲覧可能である（図１）。 

２．SFA プログラムでは、吸水性スポンジに付けられた●や▲印に花材を手順通りに挿し

ていく（特許第 5201552 号）。パズルを組み立てるようにフラワーアレンジメントを繰

り返し作成するプログラムである（図２）。印はスポンジに凹状に付けられているた

め、視力の低い利用者も指で触ることによって印の位置を確認できる。 

３．臨床試験では SFA プログラムを１から 2 週間実施している。統合失調症患者（n=10）

では、視覚性記憶力の検査得点が 3.8 点から 5.1 点へと有意に向上する結果が示されて

いる。受傷後 3 年が経過した外傷性脳損傷の 40 歳代男性では、左半側空間無視の症状

が改善し、その効果は５ヵ月後も持続している（図３a）。左半側空間無視とは、脳の

右半球への広汎な損傷によって左視野の刺激に注意が向き難くなる症状である。脳卒中

後の 50 歳代男性では描画能力が向上し、視覚空間認知能力の改善が示唆されている

（図３b）。 

４．東日本大震災で被災し、仮設住宅で生活している女性 24 名（平均 57.5 歳）を対象に

SFA プログラムなどを通して、花や緑がある生活を 3 ヶ月間提供し、提供前と提供後に

General Health Questionnaire-28（GHQ-28）によるメンタルヘルスの評価を行ってい

る。GHQ-28 で評価される４つの要素のうち、身体的症状（頭痛や倦怠感）と、うつ傾

向（無気力感など）では、“症状なし“に分類された参加者数が増加する傾向を認めて

いる（表 1）。 

５．初心者でも簡単にフラワーアレンジメントを作成できる SFA プログラムは、医療だけ

でなく、高齢者施設や学校（花育）、地域イベントなどのレクリエーションにも利用可

能である。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：一般消費者、花き小売店、学校、高齢者施設を運営する事業者および病院

等 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：SFA プログラムを実施するための吸水性ス

ポンジと花材のセットは許諾先の全国 25 店舗以上で販売されている。現在、資材会社が

特許許諾先となって印付きスポンジの卸売り体制を整えている。2017 年度中には許諾先

以外の全国の生花店も SFA プログラムの関連商品の販売が可能となる。 
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３．その他：医療や福祉への SFA プログラムの普及は、花きの需要フロンティアを開拓し、

国産花きの消費拡大に貢献することが期待される。 

 

［具体的データ］ 

                 

         

 

 

  
 

 

 

 

 

  
   図３  SFA プログラム実施前後における検査結果の例  

図２  SFA プログラムの手順例  

 （ a）  印が付けられた吸水性スポンジ、（ b）印に指定された花材を挿す（例：●印に  

（ b）  黄色のガーベラ、▲印に橙色のコスモス）、（ c）完成作品の例  

 

図１  「花を利用した認知リハビリテーション」の手引き書  
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（望月寛子） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（国産花きイノベーション推進事業） 

研究期間：2011～2016 年度 

研究担当者：望月寛子、山川百合子（茨城県立医療大） 

発表論文等： 

1)農研機構(2017)「花を利用した認知リハビリテーション：SFA プログラムの手引き」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-

pamph/075982.html (2017 年 3 月 31 日) 

2)Mochizuki-Kawai H. (2016) JARQ 50(1):39-44 

3)望月ら(2013)高次脳機能研究、33(2):262-269 

4)望月ら「フラワーアレンジメント法、フラワーアレンジメント用の保持ブロック、及び

フラワーアレンジメント用教具」特許第 5201552 号（2010 年 3 月 18 日） 

要素 身体的症状 うつ傾向 

 前 後 前 後 

症状なし 6 10 13 17 

症状あり 13 9 6 2 

表１  SFA プログラムによる身体的症状とうつ傾向の変化  

(a)SFA 実施前は左側の線分（破線内）に注意を向けられなかったために印が付けられていな

いが、実施後は破線内を含め全ての線分に印をつけられ、左半側空間無視の症状が認められ

なくなった。 (b)SFA 実施後には、図形の輪郭（長方形）を捉えることができるようになった。 

GHQ-28 を回収できた 19

名のデータを分析した。

身 体 的 症 状 と う つ 傾 向

の ” 症 状 な し ” と 分 類

さ れ た 参 加 者 数 が 増 加

す る 傾 向 を 認 め た （ 矢

印）。  
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［成果情報名］輸出促進のための輸出対象国における国産農産物の嗜好性データベースの活用 

［要約］国産農産物の輸出促進のためには、輸出対象国の消費者の嗜好性を把握したうえ

で、好みに応じた品種を輸出する必要がある。そこで、機器分析などを活用した効果的な

嗜好性調査プロセスを明らかにし、調査結果を分かりやすく示す嗜好性データベースを構

築・活用する。 

［キーワード］輸出促進、嗜好性調査、多感覚分析、モモ 

［担当］食農ビジネス推進センター・食農ビジネス研究チーム 

［代表連絡先］電話 029-838-7599 
［分類］普及成果情報  
 

［背景・ねらい］ 

 攻めの農林水産業の柱の一つに国産農産物の輸出拡大が挙げられている。輸出対象国の

消費者を対象に嗜好性調査を実施する場合、その国の食文化背景などを調査し、対象とす

る農産物の味、香り、サイズや色に対する感じ方を客観的に評価することが重要である。

しかし、基準となる指標がなければ、輸出対象国同士の嗜好性を比較することは難しく、

客観的な評価が得にくいという問題がある。これらを解決するためには、機器分析による

基準指標（特徴のある味や香り、色調などのデータ）をあらかじめ作成し、この指標との

相対評価を実施することで比較が可能になると想定される。そこで、輸出が期待される国

産農産物を対象に、機器分析による特性評価、外国人を対象とした嗜好性調査の手順を示

すとともに、得られた成果を嗜好性データベースとして公開する。  
 
［成果の内容・特徴］ 

１．農産物輸出の可能性を評価するために、マーケット情報や植物検疫などの規制情報を

収集するとともに、国内外のバイヤー調査や海外店頭調査を実施する。次に輸出可能性

のある農産物の各品種を用いた輸出対象国の消費者への嗜好性調査と機器計測を同時に

実施し、それらの統合的な分析により効果的な輸出戦略を策定する（図 1）。 

２．嗜好性調査は、グループインタビューで「外観」「甘さの好み」「香りの好み」「食

感の好み」「総合的な好み」などの評価項目を抽出する。輸出対象国の消費者を対象に

した試食調査、アンケートでは、各品種について評価項目ごとに 9 段階ヘドニック尺度

（非常に嫌い、とても嫌い、嫌い、やや嫌い、好きでも嫌いでもない、やや好き、好

き、とても好き、非常に好き）により回答を求める。 

３．機器計測は、センサー等を利用した客観的な測定で、糖度や酸度、硬度などの簡易的

な測定から、風味を総合的に評価する多感覚分析（味、香り、色調）などの計測技術を

用いて客観的な個体の特徴を明らかにする。 

４．嗜好性調査で収集した回答の平均評価得点を算出し、分散分析及び多重比較等により

解析を行い、機器計測の結果と統合的に分析することで、国別品種別の嗜好性を明らか

にする。国産のモモ 6 品種を対象に、世界 9 か国の日本在住の消費者各国 30 名以上に

対し実施した嗜好性調査の結果、国別に好みが異なることを明らかにしている（図

2）。 

５．以上の結果は「嗜好性情報データベース」https://www.fruit-taste.info にて公開

している。データベースは、管理者が容易に最新の情報を随時更新することが可能な仕

様である（図 2）。登録可能な情報は、品目、品種、国別嗜好性評価結果（甘さ、香

り、食感、総合的な評価）、大きさの好み、品種別多感覚分析結果などであり、出力メ

ニューとして品目別 2 次元マップ、国別レーダーチャート、品種別類似度を示すクラス

ター図などが実装されている。 

 

［普及のための参考情報］ 
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１．普及対象：農業生産法人、JA、普及組織、果樹産地などを抱える地域の行政 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国 

３．その他：本調査手法により用いる機器分析技術は、日々進歩をしている分野であり、

常に最新の技術に注目しておく必要がある。 

 

［具体的データ］ 

 
図１ 外国人嗜好性調査の手順 

 
図 2 嗜好性調査により明らかとした嗜好性評価結果例とデータベース画面 

                    （後藤一寿） 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（非破壊） 

研究期間：2014～2016 年度 

研究担当者：後藤一寿、沖智之、河野恵伸、亀山真由美、池羽田晶文、早川文代、佐藤広
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顕(東京農大) 

発表論文等 

1)後藤ら(2017)農研機構研究報告食農ビジネス推進センター、2:1-15

2)農研機構（2017）「嗜好性情報データベース」

https://www.fruit-taste.info (2017 年 2 月 7 日)
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［成果情報名］米粉 100％パンが膨らむメカニズムの解明とパン製造法への応用 

［要約］米粉、水、イースト、砂糖、食塩、油脂だけで作製できる米粉 100％パンは、澱粉

粒が発酵ガスと水相との界面を安定化させることで生地が膨らむ。柔らかい生地がつぶれ

ないよう、生地の組成および撹拌・発酵・焼成条件を工夫することで簡便に作製できる。 

［キーワード］米粉 100％パン、損傷澱粉、澱粉粒、ホームベーカリー 

［担当］食品研究部門・食品加工流通研究領域・食品素材開発ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7991 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

米の需要拡大を目的として、米粉パン製造技術の開発が進められている。市販され

る「グルテンフリー」パンは、十分な膨らみをもたせるため、増粘剤などの補助材料

を使用するものがほとんどであった。そこで本研究では米粉、水、イースト、砂糖、

食塩、油脂（バター、菜種油など）だけを原料とする米粉100％パンを開発し、増粘剤・

グルテンなしに生地が膨らむメカニズムを明らかにするとともに、その実用化を目指した

ものである。基本原料だけで低コスト、簡便に作製できる。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．米粉、水、イースト、砂糖、食塩、油脂だけで作製できる米粉 100％パンでは、米の

澱粉粒が発酵ガスと水との界面を安定化させることで、発酵生地の気泡を維持している

と推定される（図 1A）。これは、洗顔フォームなどで界面活性剤が空気と水との界面

を安定化させて泡立つメカニズムと似ている（図 1B）。 

２．グルテンおよび増粘剤などの補助材料を含まない生地は柔らかく、発酵・焼成の際に

つぶれやすいが、1）生地を撹拌する際に空気を極力巻き込まないようにする、2）発酵

初期に小さな泡が均等に発生するようイーストの添加量を最小限にするとともに、イー

ストが均一に分散するよう十分に撹拌する、3）発酵過程で気泡の大きさが均一になる

よう温度管理を精密に行う、4）発酵が終了した際には不安定な気泡が壊れないうちに

高温で焼成し、澱粉を素早く糊化させることで生地を一気に焼き固めるなど、生地の撹

拌および発酵・焼成の条件を工夫することで増粘剤なしでパンを作製できる（図 2）。 

３．補助材料なしでも比容積が 4mL/g 程度に膨らむことから、一般的な小麦粉パン（比容

積が 4～5mL/g）と同等の含泡構造を有すると考えられる。米粉 100％パンを家庭で手軽

に作ることができ、米の需要拡大への貢献が期待される。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：パン製造業者、ホームベーカリー等のパン製造機器メーカー等 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国 

３．その他：本研究では市販される米粉のうち、湿式気流粉砕等で製造された損傷澱粉率

が低い(<5％)ものが原料に適している。 

４．タイガー魔法瓶株式会社から 2017 年 9 月 11 日に発売された「増粘剤や添加物を使っ

ていない、グルテンフリーの米粉 100％食パンがふっくら焼ける IH ホームベーカリ

ー」は、同社との共同研究により上記研究成果が実用化されたものである。 
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［具体的データ］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （矢野裕之） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2011～2017 年度 

研究担当者：矢野裕之、ヴィレヌーヴ真澄美（広島大学）、前田真矢子（タイガー魔法

瓶）、竹内知子（タイガー魔法瓶）、小野昌之（タイガー魔法瓶） 

発表論文等： 

1)Yano H. et al. (2017) LWT-Food Sci. Technol. 79:632-639 

2)矢野「グルテン及び増粘剤を含まない米粉パンの製造方法」特開 2017-023043(2017 年

2 月 2 日) 

30 µm 

A B 界面活性剤（分子） 澱粉粒  

発酵ガス 気相  

水相  水相  

【洗顔フォームの気泡】 【発酵生地の気泡】 

図 1 A：澱粉粒による発酵ガス/水相界面の安定化。B：界面活性剤による洗顔フォームの気泡形成 
A：澱粉粒（直径 5 µm 程度の粒子）が発酵ガスの周りを取り囲み、気泡を形成する様子を撮影した 
光学顕微鏡写真（左）。下記発表論文 1)より Elsevier 社から許可を得て転載。 
損傷澱粉率の低い（<5％）澱粉粒は発酵ガスと水相との界面を安定化することができ（右）、発酵生地が膨らむ。 
これは、洗顔フォーム（B 左）などで、界面活性剤が気相と水相の界面を安定化（右）するメカニズムと似ている。 

澱粉粒  

発酵ガス 

澱粉粒  

水相  

水相  

  

澱粉（糊化） 
発酵ガス 
（気相） 

図 2 パン製造工程の概略と各工程における工夫 

①【発酵前】 ②【発酵開始】 ③【発酵終了】 

生地を撹拌し澱粉粒を水相 
に分散させる際、空気を極力 
巻き込まないようにする。 

発酵ガスが散発的に発生。 
小さな泡が均等に発生する 
よう、イーストの添加量を 
最小限にし、十分に撹拌。 

気泡の大きさが均一に 
なるよう、温度管理を 
精密に行う。 

④【焼成終了】 
高温で一気に焼成し、 
気泡が壊れないうちに 
澱粉を素早く糊化させる 
ことで生地を焼き固める。 

図 3 本研究成果がタイガー魔法瓶（株）から製品化 
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［成果情報名］食品加工の程度を見える化する DNA 断片化測定技術 FRED 法 

［要約］複数のリアルタイム PCR 増幅曲線の比較から、ゲノム DNA 上で 100 塩基に 1 つ以上

の切断が生じている割合を理論的に算出し、食品の加工・調理工程による DNA の断片化の

程度を数値化する新規分析技術である。  
［キーワード］加工食品、遺伝子検査、DNA、断片化、測定キット 

［担当］食品研究部門・食品生物機能開発研究領域・酵素機能ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7991 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

遺伝子組換え作物やアレルゲンの検知、農産物の品種判別などを目的として、加工食品

を対象とした遺伝子検査の必要性が高まっている。しかし、加工食品中の DNA は、加熱、

加圧、発酵など、様々な処理で断片化するため、加工食品の遺伝子検査は一般的に困難で

ある。そこで、加工食品に対する検査結果の信頼性を評価・保証するため、リアルタイム

PCR を用いて DNA の断片化の程度を測定する新しい分析法を開発する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．新たに開発した DNA 断片化測定技術 FRED 法（Fragmentation analysis using 

multiple Real-time PCRs with Equivalent amplification efficiency and Different 

amplicon sizes の略）は、増幅効率が同等で標的配列の長さが異なる複数のリアルタ

イム PCR を利用することで、DNA の断片化を測定することができる（図 1）。 

２．DNA の断片化を数値で表す指標はこれまでにない。そこで、新たに DNA 断片化指数

（DFI、DNA Fragmentation Index の略）を定め、断片化の定量的な表現を可能にして

いる （図 1、図 2）。DFI は、複数のリアルタイム PCR の増幅曲線の差から、ゲノム

DNA 上で 100 塩基に 1 つ以上の切断が生じている割合を理論的に算出したものである

（0 以上 1 以下）。 

３．株式会社日清製粉グループ本社、日本製粉株式会社、株式会社ニッポンジーンとの共

同研究により、植物のみを対象とする測定キットと、幅広く動植物全般に適用できる測

定キットの 2 つを開発した（図 3）。これらの測定キットに加えて、過年度成果である

サンプルダイレクト DNA 分析試薬 DirectAce qPCR Mix plus ROX Tube（ニッポンジー

ン社製）を用意することで、検査機関等で一般的なリアルタイム PCR 装置を用いて、

FRED 法を実施することができる。 

４．様々な生物に共通して存在する 18S リボソーム DNA を検出対象として選定したこと

で、様々な食品等試料に適用できる。18S リボソーム DNA は生物の DNA 中に多コピー存

在するため、微量の DNA しか回収できない食品への適用も期待できる。 

５．開発した測定キットは、加工食品からの DNA 抽出条件の検討や検査対象品目の選定な

ど、遺伝子検査の各種研究開発段階で利用できる。また、実際の検査の際に、検体から

抽出した DNA の状態が分析に適したものかどうか個別に評価するために使用することも

できる。他にも、食品の加熱殺菌の有無の判定、加圧等による低アレルゲン化の評価、

食品中異物の熱履歴による混入経路推定など、様々な用途への応用が期待できる。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：食品の遺伝子検査を行う食品関連事業者および検査機関 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国 

３．その他：2018 年 1 月に株式会社ニッポンジーンから開発した測定キットが FRED 

Assay Kit として発売される。この測定キットを利用することで、特殊な試薬を調製す

ることなく、分析を実施できるため、関係機関でのスムーズな普及が期待できる。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図 1 DNA 断片化測定技術 FRED 法の概要 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 加工食品模擬試料を分析した結果     図 3 開発した測定キット 

                          （植物用） 

 

                    （真野潤一、高畠令王奈、橘田和美） 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（科研費） 

研究期間：2011～2017 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. (2017) Food Chem. 226:149-155 

2)真野ら「核酸の損傷の程度の評価方法、食品の加工の程度の評価方法、及び核酸の定量

方法」特許第 6120279 号（2017 年 4 月 7 日） 
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［成果情報名］インフルエンザウイルスゲノム自動解析ソフトウェア「FluGAS」の開発 

［要約］次世代シーケンサーで得られたインフルエンザウイルス塩基配列情報を迅速に解析

することを目的に開発した本ソフトウェアは、解読したウイルス塩基配列を元に型別及び

亜型同定や、遺伝子分節ごとの配列情報ファイル作成を自動的に行う。 
［キーワード］インフルエンザウイルス、型別、亜型同定、自動解析、次世代シーケンサー 

［担当］動物衛生研究部門・越境性感染症研究領域・インフルエンザユニット 

［代表連絡先］029-838-7937 

［分類］過年度普及成果情報（2015）  
 
［背景・ねらい］ 

A 型インフルエンザウイルスは家畜衛生及び公衆衛生の観点から重要な病原体である。

A 型では赤血球凝集素が 18 亜型、ノイラミニダーゼが 9 亜型に分けられる。H5 及び H7 亜

型の A 型インフルエンザウイルスは、2003 年以降世界各地の家禽で高病原性鳥インフル

エンザ(HPAI)を引き起こし、世界的な食料の安定供給に影響を及ぼしている。この為、家

畜伝染病予防法では H5 及び H7 亜型の A 型インフルエンザウイルスは、家禽への症状の有

無に関係なく、摘発淘汰の対象としており、家禽から分離される A 型インフルエンザウイ

ルスの亜型を正確かつ迅速に決定することは家畜防疫上大変重要である。また、公衆衛生

上も、A および B 型インフルエンザウイルスによる季節性インフルエンザの予防のための

ワクチン選定や薬剤耐性ウイルスの解析には、大量のウイルスに関する迅速なゲノム解析

が必須である。次世代シーケンサーは迅速なウイルスゲノム解読を可能としたが、その膨

大な解読データから正確かつ迅速に型・亜型の同定や、遺伝子分節別塩基配列ファイルの

作成を自動的に行うソフトウェアの開発が求められている。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．次世代シーケンサーによって得られた膨大な配列情報から、インフルエンザウイルス

の塩基配列を自動的に抽出して解析する手法を民間企業と共同開発し、特許出願を行っ

た（特願 2015-225690）。 

２．この手法を元に開発したソフトウェアを FluGAS (Automatic Influenza Genome 

Assembly and Subtyping system)と命名し、平成 28 年から共同研究企業が販売を行っ

ている。 

３．本ソフトウェアは、次世代シーケンサーによって解読された検体の塩基配列情報から

インフルエンザウイルスの各遺伝子分節の塩基配列を自動的に抽出して A/B 型別を行

い、A 型については HA 遺伝子、NA 遺伝子の亜型同定を自動的に行う。 

４．各遺伝子分節の塩基配列ファイルと公共データベースへの登録ファイルも自動的に作

成され、ウイルスゲノム解析の時間が大幅に短縮される（図）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：地方自治体病性鑑定家畜保健衛生所、地方衛生研究所、民間臨床検査機関

ならびに研究機関 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：平成 29 年度導入件数 2 件、30 年度以降

導入予定 2 件 
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［具体的データ］ 

 
 

図 FluGAS を用いた次世代シーケンサーデータの自動解析の実施例 

   

（内田裕子、西藤岳彦、竹前喜洋、常國良太、金平克史、岡岳彦、中村雄一郎） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2015 年度 

研究担当者：内田裕子、西藤岳彦、竹前喜洋、常國良太、金平克史、岡岳彦（株式会社ワ

ールドフュージョン）、中村雄一郎（株式会社ワールドフュージョン） 

発表論文等： 

1)内田ら（2015）職務作成プログラム「インフルエンザウイルス亜型自動判定ソフトウェ

ア」、機構-J04 

2)Takemae N. et al. (2017) J. Virol. 91:e01490-16 

3)Takemae N. et al. (2017) Virology 512:8-20 
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［成果情報名］イネウンカ類の薬剤感受性検定のための和文･英文マニュアル 

［要約］イネウンカ類の薬剤感受性検定法や飼育法を記載したマニュアルである。和文・英

文で記載していることから、日本はもとより飛来源で薬剤抵抗性の程度（感受性の高低）

を調べることに活用できる。 

［キーワード］トビイロウンカ、セジロウンカ、ヒメトビウンカ、微量局所施用法、飼育法 

［担当］九州沖縄農業研究センター・生産環境研究領域・虫害グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-6075 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

イネウンカ類（トビイロウンカ、セジロウンカ、ヒメトビウンカ）の発生と被害は

2005 年頃から増加し、トビイロウンカは西日本を中心に、ヒメトビウンカは関東以西の

広範囲で問題となっている。近年の多発要因として薬剤抵抗性の発達が挙げられている。  
一般に、害虫の薬剤抵抗性は、ある場所で同じ薬剤を使い続けることで発達する。一

方、ベトナム北部や中国南部から毎年飛来するイネウンカ類では、飛来源での薬剤の多用

によって抵抗性が発達し、抵抗性個体群が日本で発生するという特徴がある。このような

害虫では、日本のみならず、飛来源における薬剤抵抗性の程度（感受性の高低）を調べる

必要がある。しかし、飛来源であるベトナムや中国では同一手法による継続的な薬剤感受

性の調査は行われていない。その原因として、検定法のマニュアルが整備されていないこ

とが挙げられる。また、国内においても適切な防除を行うために薬剤感受性検定を行う必

要がある。そこで、イネウンカ類の薬剤感受性検定のための和文・英文マニュアルを作成

する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．マニュアルでは、主な薬剤感受性検定の種類とその特徴、検定のための供試虫の種の

識別や採集・飼育・増殖方法、供試薬剤の調整方法、各検定方法の具体的な手順、結果

の解析法を解説している（図 1）。 

２．異なる場所や年次に行った薬剤感受性検定結果を相互に比較するためには、半数致死

薬量(LD 50値)や半数効果薬量(ED 50値)を使うのが一般的である。マニュアルでは、LD 50

値を求める微量局所施用法（即効的な致死作用があるほとんどの殺虫剤に適用可能）

（図 2）に加えて、ピメトロジンなど致死作用が低い殺虫剤の ED 50値を求める検定法に

ついても解説している（図 1）。 

３．マニュアルには和文および英文版があり、いずれも九州沖縄農業研究センターの Web

サイトに公開している（図 3）。 

４．日本など東アジア地域におけるトビイロウンカの薬剤抵抗性の発達程度は、飛来源の

ベトナム北部と同調して変化する（図 4）。このことから、飛来源で薬剤感受性モニタ

リングを行うことで、日本に飛来するイネウンカ類の薬剤感受性の高低を予測できる。

これによって、日本のイネウンカ類の防除対策を早期に立案することが可能になる。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：国公立農業研究センター、病害虫防除所等の研究および発生予察担当者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：日本（主にイネウンカ類の被害が問題と

なる関東以西）およびイネウンカ類の飛来源地域（ベトナム、中国最南部など） 

３．その他：本マニュアルを用いて、2015～2017 年にベトナム北部（植物保護研究所）

と南部（南部植物保護センター）、および日本（九州沖縄農業研究センター）で薬剤感

受性検定法の研修会を開催し、手法の普及を行っている。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（松村正哉） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（次世代ゲノム） 

研究期間：2014～2017 年度 

研究担当者：松村正哉、真田幸代、藤井智久 

発表論文等： 

1)農研機構(2017)「イネウンカ類の薬剤感受性検定マニュアル(v.1.1)」 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-

pamph/072957.html (2017 年 2 月 8 日) 

2)農研機構(2017)「イネウンカ類の薬剤感受性検定マニュアル(英語版)(v.1.0)」 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-

図 4 アジア 3 地域におけるトビイロウンカ

の殺虫剤イミダクロプリドに対する薬剤抵抗

性の年次推移 

年号のあとの()内は調査個体群数。半数致死

薬量（LD50 値）が増加するほど抵抗性が発達

していることを示す。東アジアの LD50 値は飛

来源のベトナム北部と同調して変化するが、

日本への飛来源ではないベトナム南部とは同調

していない。 

図 3 和文（左）および英文

（右）マニュアルの表紙  

図 1 和文マニュアルの目次  

図 2 微量局所施用法の検定作業 

炭酸ガスで麻酔した供試虫に、微量局所

施用装置を使ってアセトンに溶かした

殺虫剤薬液を 1 頭ずつ塗布する。 
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pamph/075959.html (2017 年 6 月 22 日) 

3)Matsumura M. et al. (2018) Pest Manag. Sci. 74(2):456-464 
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［成果情報名］コメの収量および品質低下リスクの将来変化に関するデータセットの公開 

［要約］今世紀半ばにおけるわが国のコメ収量変動と品質低下リスク（ヒートドース値）を、

約 10km のメッシュで推定し、データセット化した。本データセットは、政府および都道府

県の気候変動適応計画策定で活用される。 

［キーワード］コメ、収量・品質、ヒートドース値、自治体適応策 

［担当］農業環境変動研究センター・気象変動対応研究領域・影響予測ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8240 

［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

温暖化の進行に伴い、わが国でもコメの減収や外観品質・食味の低下が問題となってき

ており、その対策が急務とされている。温暖化の影響は地域により異なるため、その地域

ごとに信頼性の高い将来影響評価に基づく対策を講じる必要がある。そこで、主に政府･都

道府県における適応策の策定に役立てるため、2000 年頃および今世紀半ばに予想される気

候条件下でのコメの収量変動および品質低下に関する情報を、メッシュ値として提供する。

ヒートドース値とは、出穂後 20 日間（登熟期前半）について、日平均気温が 26℃を超過し

た値を積算した暑熱指数であり、この値がおよそ 20（℃･日）を越えると、品質低下のリス

クが増すとされる。 

［成果の内容・特徴］ 

１．基準期間（1981～2000年）および近未来期間（2031～2050年）におけるコメ収量およ

びヒートドース値を、国土数値情報第二次メッシュ（約10km×10km）単位のデータセッ

トとして提供する。収量およびヒートドース値の推定に当たっては、イネ生育・収量モ

デル（H/Hモデル）に18セット（気候モデル６×温室効果ガス排出シナリオ３）の気候シ

ナリオを入力し、各都道府県の代表的な（2003年の栽培面積１位の）品種と作柄表示地

帯別の平均的な移植日を用いている。 

２．本データセットからは、都道府県や作柄表示地帯ごとの適応策の策定に有用な情報が

得られる。たとえば、気温上昇が中庸な気候シナリオ（MIROC5モデル／排出シナリオ

RCP4.5）に基づく推定では、近未来期間の収量は基準期間と比べて、北日本や日本海側

地域では増収となるが、関東～近畿の平野部と四国・九州の多くの地域では減収となる

（図1）。また、基準期間におけるヒートドース値は多くの地域で10以下であるが（図２

a）、近未来期間では、特に関東以西の平野部において40を超すヒートドース値も出現し、

高温による品質低下リスクが高まる（図２b）。 

３．推定された収量やヒートドース値は、用いる気候シナリオ（気候モデルと温室効果ガ

ス排出シナリオ）のほか、気候の年々変動による予測の幅（不確実性）が大きいことに

留意する必要がある。図３は、基準期間および近未来期間各20年でのヒートドース値の

出現分布の例である。近未来期間では、用いる気候モデルにより、20以上のヒートドー

ス値が出現する年があり、特に温室効果ガス排出の多いRCP8.5シナリオの場合、その値

が40近くになる年も多い。このように、不確実性を含んだ情報は、適応策のオプション

（既存の栽培管理技術の徹底、移植時期の移動および高温耐性品種への転換）を選択す

る意思決定にも利用可能である。 

４．図３のヒートドース値出現分布を全国で見た場合、特に西日本では、基準期間でもそ

の値が頻繁に20を越える地域も見られる。それらの地域では、現時点でも高温年には品

質低下リスクが高まることから、既存の高温対策技術を積極的に適用する必要がある。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：農林水産省「地域の気候変動適応計画調査・分析事業」等に関係する都道

府県の農業部門、農業試験研究・普及指導機関 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国 

３．利用方法：本データセットは、農業環境情報データカタログサイト（NIAES VIC）の「日
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本 に お け る 温 暖 化 時 の コ メ 収 量 お よ び 品 質 低 下 リ ス ク デ ー タ セ ッ ト 」

（https://niaesvic.dc.affrc.go.jp/dataset/gwrice）にて、利用ガイダンスとともに

入手可能である。本データセットの数値データは、対象地域ごとに、csv 形式ほか複数の

ファイル形式でダウンロードでき、サイト上でのマップ表示も可能である。また、ダウ

ンロードしたメッシュ毎のデータを、同時に配布するサンプルシートに入力することに

より、利用者が図３と同様の図を作成することもできる。 

４．留意点：本データセットは、気候モデルの計算値に基づいており、特定年の気象状態

や気候現象を再現または予測するものではない。基準期間のデータセットは、全体とし

ては観測統計値から得られる平均値や年々変動の分散と対応しているが、たとえば 1993

年のデータが、実際に起こった冷夏を反映しているとは限らない。近未来期間の各年の

データについても、同様である。 

５．その他:本成果は、2018 年 2 月 16 日に公表された「気候変動の観測・予測及び影響評

価統合レポート 2018」（環境省・農林水産省ほか編）にも掲載されている。 

［具体的データ］ 

 

（西森基貴、石郷岡康史、桑形恒男、長谷川利拡） 

 

［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（環境研究総

合）、その他外部資金（気候変動適応研究推進） 

研究期間：2010～2017 年度 

 
図２ 基準期間（a）および近未来期間（b）の

ヒートドース値の20年平均値（単位は℃・

日）。気候シナリオは図１と同じ。 

(a) 1981-2000

(b) 2031-2050

 
図１  気温上昇が中庸な気候シナリオ(MIROC5/ 

RCP4.5)に基づく近未来期間の平均収量。基準

期間の収量を100とした相対値（％）で表す。 

 
図３ 茨城県南部地帯の1メッシュにおける基準

期間（1981-2000年）および近未来期間で３つ

の RCP（排出シナリオ）ごとのヒートドース

値の出現分布を示す箱ひげ図（単位は℃･

日）。排出シナリオ毎に、６つの気候モデル

全てを用いた場合について示す。 
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研究担当者：石郷岡康史、長谷川利拡、桑形恒男、西森基貴 

発表論文等： 

1)Ishigooka et al. (2017) J. Agric. Meteorol. 73:156-173 

2)Ishigooka et al. (2011) J. Agric. Meteorol. 67:209-224 
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［成果情報名］秋季温暖化に適応した夏季播種技術を支援する牧草の晩限日計算プログラム 

［要約］播種晩限日計算プログラムは、北海道内において夏季播種による安定した牧草生産

を支援する。気候区分ごとの越冬前の必要有効積算気温を参照し、気象庁アメダス気温デ

ータを用いて希望する地点・草種組み合わせでの播種晩限日を求めることができる。 

［キーワード］草地更新、夏季造成、気候区分、エクセル（表計算ソフト）、マメ科率 

［担当］北海道農業研究センター・生産環境研究領域・寒地気候変動グループ 

［代表連絡先］電話 011-857-9212 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

従来、播種当年の十分な生育量を確保するため、北海道での牧草は 7 月までの播種が推

奨されてきた。しかし近年、越冬性に優れた品種が開発されたこともあり、秋季の温暖化

にともなう生育促進に適応した夏季播種技術への期待が高まっている。夏季播種は、1 番

草を確保できる、雑草との競合を回避できる等優れた長所がある。しかし、越冬前の生育

が不十分ならば定着が悪く、播種翌年以降の収量も少なくなるため、科学的根拠に基づく

求める地点における草種組み合わせでの播種晩限日（播種を終えるべき日）の目安が求め

られている。そこで、計算プログラムを作成し、一連の手順をまとめた作業マニュアルと

ともに公開する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．播種晩限日を求める手順は以下の通りである。  
１）「北海道内は統計的に 5 つの気候に区分できる」（2016 年度研究成果情報 http://

www.naro.affrc.go.jp/project/results/4th_laboratory/harc/2016/harc16_s02.htm

l）より、周辺を総合的に判断し、求める地点の属する気候グループを決定する（図

1）。 

２）北海道農業研究センター（気候区分グループ B）、北見農業試験場（グループ

C）、根釧農業試験場（グループ D）での播種期移動試験結果より求めた越冬前に必

要な有効積算気温を確認し、プログラムに入力する（表 1）。 

３）気象庁ホームページより求める地点付近の過去 20 年間のアメダス気温データをダ

ウンロードして、播種晩限日計算プログラムに読み込む。 

４）以上よりプログラムは自動的に播種晩限日を計算する（図 2）。過去 20 年すべて

の必要有効積算気温を確保する暦日が表示され、年ごとの暦日を確認できる。 

２．10 年に 1 回生じる低温時を除き必要有効積算気温を確保する暦日を播種晩限日とし

て推奨する。 

３．以上の手順をまとめたマニュアルを作成し、計算プログラムとともに農研機構 web サ

イトにて配布する。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：牧草播種を行う生産者、指導員、JA 職員、牧草種苗関係者、事業担当者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：北海道内全域全 50 万 ha のうち更新する

予定のある草地全般。台風被害後の播き直し判断へ活用する可能性もある。 

３．その他： 

 ・道内生産現場 16 ヶ所のヒアリングにより、計算結果の妥当性を確認している。 

・北海道農政部生産振興局技術普及課の 2017 年版および 2018 年版「8 月の営農技術対

策」に引用され、普及センターを通じた営農指導に広く活用されている。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/gijyutu/29/08.pdf および

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/gjf/gijyutu/30/3008.pdf 
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・（一社）日本草地畜産種子協会・北海道自給飼料改善協議会が発行する「強害雑草防

除マニュアル 2016（北海道版）」に引用され、雑草対策の重要情報として、牧草種

苗関係者に広く活用されている。 http://souchi.lin.gr.jp/skill/9.php 

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （井上聡、奥村健治） 

 

［その他］ 

予算区分：委託プロ（温暖化適応・異常気象対応） 

研究期間：2010～2017 年度 

研究担当者：井上聡、奥村健治、高田寛之、松村哲夫、藤井弘毅（北海道立総合研究機

構）、林拓（北海道立総合研究機構）、酒井治（北海道立総合研究機構）、出口健三郎

（北海道立総合研究機構） 

発表論文等： 

1)奥村ら(2016)北農、83(2):14-19 

2)井上ら(2017)生物と気象、17:64-68 

試験地 牧草種組み合わせ 必要有効 

(グループ） イネ科 マメ科 積算気温 

 オーチャードグラス アルファルファ 615 

北農研 オーチャードグラス アカクローバ 516 

（グループB：   ） チモシー アルファルファ 480 
 チモシー アカクローバ 354 

北見農試 チモシー アルファルファ 564 

（グループC：   ） チモシー アカクローバ 531 

根釧農試 
チモシー アカクローバ 629 

（グループD：   ） 

有効積算気温は、播種翌日から播種当年10月31日までの有効積算気温を表す（基

準温度＝5℃）。有効積算気温を確保する日は、1994～2013年の確認の有効積算気

温を満たす日の 90％確率日。目標収量はチモシー混播 630kg/10a（根釧農試は

540kg/10a）、オーチャードグラス混播480kg/10a。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
図 2 播種晩限日推定の 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

図 1 北海道内の各気候グループの位置 

★印は北海道農業研究センター、北見農業 

試験場、根釧農業試験場を示す。 

グループ A 

グループ B 

グループ C 

グループ D 

グループ E 

表 1 各試験地（グループ）の必要有効積算気温 

終了  

開始  
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3)農研機構(2017)「牧草播種晩限日計算プログラムおよび利用マニュアル」  

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/t

ech-pamph/078866.html (2017 年 12 月 21 日) 
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［成果情報名］水稲の出穂日を面的に推定するプログラムと推定マップを web 公開 

［要約］日平均気温の実況・予報値の 1km メッシュデータと水稲の平年出穂日、平年田植日

を用いて、出穂日を面的に推定する方法を開発した。田植日、品種などの煩雑な条件設定

なしで出穂日を面的に推定できる実用的な手法である。 

［キーワード］出穂日、平年出穂日、1km メッシュ、水稲 

［担当］東北農業研究センター・生産環境研究領域・農業気象グループ 

［代表連絡先］電話 019-643-3462 

［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

1km メッシュ農業気象データの利用場面のひとつに、冷害や高温障害対策の判断基準と

して面的（１km メッシュを単位とした広域）な水稲生育情報の提供が望まれている。しか

し、初期値として出芽日、または田植日の面的な情報を与える必要がある。一方、寒冷地

においては、作季が限定されていることから、平年出穂日の地域的変動が少ない。そこで、

平年出穂日から田植日の初期値を推定することによって、水稲の出穂日とその平年差の面

的分布を簡易に計算する方法を開発する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．出穂日を予測するフローチャートを図 1 に示す。30 年平均の平年出穂日、平年田植日、

30 年平年気温と日長から、田植日の発育指数(DVI)を 1km2メッシュごとに推定する。気

温、日長から日々の発育速度を計算し、前日の発育指数に加算し、発育指数が１を超え

た場合に、出穂日と判定する。出穂日と平年出穂日の差を出穂日の平年差とする。東北

地方の作柄表示地帯について、平年出穂日、平年田植日を算出し、同地帯内では同一日

であると仮定して、出穂日と出穂日の平年差を面的に計算する。 

２．1981 年から 2010 年までの 30 年間、東北地方の作柄表示地帯 21 地点、合計 630 デー

タについて、出穂日を推定して、実際の出穂日と比較する。両者の間には、大きな外れ

値が無いこと、推定した出穂日と実際の出穂日の二乗平均平方根誤差（Root Mean Square 

Error）は、2 日前後であり、推定した出穂日と実際の出穂日の差の平均は、0.02 日であ

り、偏りが見られない（図 2）。本計算方法は、推定精度の高い実用的な手法である。 

３．推定した出穂日の 1km2メッシュ図は、実際の作柄表示地帯の出穂日の分布をよく表し

ている。1993 年には大冷害が発生したが、太平洋側と北東北における出穂日の遅れを（図

3）、2000 年の高温年には、出穂日が早まる傾向をよく再現している（図 4）。 

４．計算プログラムは、職務作成プログラムに登録済みで、利用希望者に配布可能である。

農研機構メッシュ農業気象データの平年日平均気温、日平均気温と平年出穂日、平年田

植日、及び発育速度式を入力し、都道府県ごとの出穂日を面的に推定することができる。 

５．東北地方の毎年の水稲の面的出穂日予測は、web 公開されており、PC やスマートフォ

ン、タブレットなどから閲覧可能である。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：公設農業試験研究機関、公設農業普及組織、農業生産者。 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：平年出穂日の地域的変動が少ない、寒冷

地が望ましい。「多項式・関数式 DVR の計算表示プログラム」機構-L02、利用申請 41 件

と同程度の利用が見込まれる。 

３．その他：面的出穂日予測は、出穂日を中心にする重要な作物歴に関する情報を追加し

ていくことにより、今後、広く研究分野で活用されることが期待できる。なお、作柄表

示地帯で品種や作付け時期が急劇に変化した場合には推定誤差が大きくなる可能性があ

る。 
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図１ 出穂日を予測するフローチャート  

図２  推定した出穂日と実際の出穂日の比

較、30 年、21 地点、630 データ、1 月 1 日を

1 とした日数、直線は 1:1 

図 3 冷害年（1993 年）の出穂日の推定値（左）と実況値（中）、出穂日の平年差（右）、実況値は東

北農政局発表の作柄表示地帯の区分図、1 月 1 日を 1 とした日数  

図 4 高温年（2000 年）の出穂日の推定値（左）と実況値（中）、出穂日の平年差（右）、実況値は東

北農政局発表の作柄表示地帯の区分図、1 月 1 日を 1 とした日数  

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （川方俊和） 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2012～2017 年度 

研究担当者：川方俊和、大野宏之、大久保さゆり、長谷川利拡 

発表論文等： 

1)川方(2017)生物と気象、17(4):77-82 

2)川方(2017)職務作成プログラム P 第 10769 号-1「水稲の面的出穂日予測の計算プログラ

ム」、機構-L08 

3)農研機構（2017）「水稲の面的出穂期予測」http://www.headmesh.affrc.go.jp/ (2017
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年 3 月 20 日) 
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［成果情報名］過去値と 9 日先までの予報値を含む 1km メッシュ積雪情報 

［要約］農研機構メッシュ農業気象データシステムにおいて、積雪深、積雪水量、日降雪水

量の過去値および 9 日先までの予報値を、国土数値情報 3 次メッシュ（約 1km×1km）フ

ォーマットで、日単位で提供する。 

［キーワード］積雪深、積雪水量、降雪水量、メッシュ気象、気象予報 

［担当］北海道農業研究センター・大規模畑作研究領域・気象情報利用グループ 

［代表連絡先］電話 011-857-9212 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

積雪は、耕起や施肥等の消雪後の圃場作業の制限要因であり、多量の場合は農作物の越

冬条件の悪化やパイプハウス等農業施設の倒壊などの被害をもたらすことがある。また、

北海道東部においては土壌凍結深制御により野良イモ防除や土壌理化学性の改善等を実施

しており、積雪（消雪）は冬から春にかけての農作業の時期や効果を判断するための重要

な情報である。しかし、積雪深を観測している気象庁アメダス観測点は全国で約 320 点し

かないため、最寄りの観測点の値を適用すると誤差が大きい。そこで、積雪水量、降雪水

量と積雪深について国土数値情報 3 次メッシュ（約 1km×1km）で現況値、9 日先までの予

報値も出力可能な数値計算モデルを開発し、日々のデータ提供を開始する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．本積雪情報の現況値（過去値）推定方法は、2014 年度研究成果情報「全国農地の 1km

メッシュ積雪深分布推定モデル」（http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/la

boratory/harc/2014/harc14_s25.html）のモデルに改良を加えたもので、農研機構メッ

シュ農業気象データおよびアメダスデータよりメッシュごとの積雪水量分布を計算し、

さらに粘性圧縮理論に基づいて積雪深分布を求める（図 1）。予報値は、メッシュ農業

気象データの気温、降水量予報値より推定する。 

２．過去値（現況値）については、得られたメッシュ積雪深データをアメダス観測値と比

較し、誤差を一定のルールで降雪水量と融雪水量とに振り分けるアルゴリズムを用いて

補正する。さらに既往の観測結果に基づいて降雪量の標高補正を行う。これらの補正に

より、地域や標高に関わらず一定の精度での分布推定が可能である（図 2） 

３．必要な領域（二次元範囲）と期間を指定して、三次元データとして一括してダウンロ

ードできるので、積算降雪量や消雪日の分布など、ユーザーの目的に応じた指標への加

工が可能である（図 3）。 

４．気象庁アメダスでは観測されていない積雪水量のメッシュ推定値も得られるので、圃

場への融雪水浸透量や農業施設の除雪などの参考情報となる（図 4）。 

  

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：普及組織、JA 

２．普及予定地域：北海道、東北、北陸、山陰地方等の積雪地帯。 

３．本積雪情報、ならびに利用方法に関するマニュアル、各種解析・可視化ツール（サン

プルプログラム）は、農研機構メッシュ農業気象データシステムより提供される。な

お、同システムの利用には申請が必要である。 

４．データの提供期間は 1981 年 1 月 1 日より使用日の 9 日先までである。 

５．吹き溜まりなどの局所的な積雪の偏在には対応していない。また、予報値は気象庁数

値予報モデルに基づいているので、予報精度はこれに依存する。 

６．プログラムの改良やミスの修正のため、予告なく過去のデータの改変（再計算）を行

うことがある。 
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［具体的データ］ 

           （小南靖弘） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（SIP） 

研究期間：2008～2017 年度 

研究担当者：小南靖弘、廣田知良、井上聡、大野宏之、下田星児 

発表論文等：小南(2017) 職務作成プログラム「積雪の分布を国土数値情報３次メッシュ

 
 

図１ 北海道における積雪深分布の例  
本積雪情報から、2015 年 1 月 1 日の北海

道地域における積雪深を取り出して図化

したもの。この図の範囲に 560(東西 )×
528(南北 )の国土数値情報３次メッシュが

含まれる。  

 
図 2 本情報の積雪深と実測との比較 

アメダス地点以外の独自観測値との比

較。新潟県、長野県は、農研機構中央農

業研究センター北陸研究センターの積

雪調査データ、オホーツクはホクレンの

提供による。RMSE は平均二乗誤差。  
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図 3 本情報の積雪深から求めた消雪日分布 

新潟県の高田平野周辺における 2016 年の消

雪日を、本情報の積雪深より計算して分布図

として出力した例。国土地理院地図に重ねて

表示する図を作成できる。カラーバーの数字

は 1 月 1 日からの通算日。 

 
図 4 積雪水量の表示例 

2014-2015 寒候期の旭川地方気象台のメッ

シュについて、積雪水量の実況値を 3 日

前、9 日前に予報した値と重ねて表示した

もの。積雪水量は積雪を融かした場合の水

深で、水量 1mm は荷重と見なせば 1kg/m2

に相当する。  
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で計算するプログラム」、機構-K14 
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［成果情報名］中山間地の精密な気象データをアメダス等から推定する農地環境推定システム 

［要約］地形が複雑な中山間地の任意地点の気温、日相対湿度、日積算日射量、日積算降水

量、日積算基準蒸発散量、6 時間先降水量を、短期間の気温の実測とアメダス観測値等か

ら推定し、推定データをパソコン、スマートフォン等でみえるシステムである。 

［キーワード］ICT、精密気象情報、アメダス、気温データ自動収集装置 

［担当］西日本農業研究センター・傾斜地園芸研究領域・園芸環境工学グループ 

［代表連絡先］電話 0877-62-0800 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

圃場毎の精密な気象環境を知るため、気象ロボット等の観測機器が数多く開発されてき

たが、メンテナンス費用の負担等が必要であった。また、実際の観測によらず圃場の気象

データが取得できる 1km 解像度のメッシュ農業気象データが開発されているが、斜面温暖

帯等の局地気象が発達する中山間地では解像度が粗く、適用は困難な場合がある。そこで、

アメダス等の公共のデータを利用して、中山間地域等の複雑な地形であっても、農地の精

密な気象環境を安価に推定できる農地環境推定システムを開発し、圃場ごとの気象環境に

応じた最適な技術の導入や精密な栽培管理の実現を加速化させる。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．農地環境推定システムは、1km 解像度のメッシュ農業気象データの適用が困難な中山

間地域の圃場でも、気象庁が配信するアメダス観測値、全球数値予報モデル、1km メッシ

ュ解析雨量・降水短時間予報 GPV から、観測機器等の維持管理の手間をかけずに、実用

的な精度で、気温、日射量、相対湿度、蒸発散量、降水量を推定できる（表 1、2）。 

２．気温、湿度、蒸発散量の推定値が提供されるには、最初に現地で気温を 3 カ月程度（6

～8 月を除く）測定する必要がある。次に、アメダスによる気温、湿度、蒸発散量の推定

モデルが作成される。日射量および降水量の推定には観測は必要ない。気温観測中は、

気温観測値とそれによる湿度、蒸発散量の推定値が提供される。最後に、地点登録を経

て気象データが、ウェブ型サービスによりユーザーに提供される。 

３．現地の気温観測値は、ユーザーが独自に観測したデータの利用も可能であるが、商用

電源のない露地で精度の良い気温観測を実施するには、高価な機材が必要になる。そこ

で、商用電源を必要とせずにアメダスと同程度の精度で気温を観測できる通風シェルタ

ー（農研機構の特許第 6156792 号または特開 2016-173261 による）による、気温データ

自動収集装置（図 2）を用いる。 

４．推定された気象データは、数値やグラフとしてスマートフォンやパソコンで見える（図

1）。また、気象データを利用したサービスがユーザーのシステムに追加されることで、

オーダーメードの栽培情報の提供が可能である。現在、公設試が開発した手法による、

カンキツ黒点病防除情報および果樹のアザミウマ類発生予察情報が提供されている。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：精密な気象情報を栽培管理に利用する経営体、研究者、普及指導員等。 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：園芸作物の栽培農家及び JA 等の関連団体、

公設試験研究機関等への普及を予定している。現在、西日本地域の 14 の公設試験場等

により、45 地点以上で稼働中である。 

３．その他：現在は、カンキツ研究ネットワークに参加する公設試等による試験運用のみ

であるが、（株）ビジョンテックから有償サービスとして提供予定である。  
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（IT 融合、26 補正「革新的緊急展開」、27 補正「地

域戦略プロ」、28 補正「経営体プロ」） 

研究期間：2013～2017 年度 

研究担当者：植山秀紀、吉越恆、柴田昇平、根角博久、岡田周平（（株）ビジョンテッ

ク）、大木秀行（（株）ビジョンテック） 

発表論文等： 

1)Ueyama H. (2013) J. Agric. Meteorol. 69(3):215-227 

2)Ueyama H. (2018) J. Agric. Meteorol. 74(1):29-39  

3) 植山ら（2018）生物と気象、18:76-85 

 
図 2 スマートフォン用 Web 

ブラウザ画面 （植山秀紀、吉越恆） 

通風シェルター 

特開 2016-173261 

ソーラーパネル 

通風シェルター 

特許第 6156792 号  

電源ボックス 

表 2 2014～2016 年の四国研究拠点生野地区における気象観測値

に対する推定値の 2乗平均平方根誤差（RMSE） 

気象要素 RMSE 気象要素 RMSE 
日平均気温(℃) 0.8 日相対湿度(％) 10.1  
日最高気温(℃) 0.7  日積算日射(MJ/m2) 3.1  
日最低気温(℃) 1.4  日積算雨量(mm) 3.0  

 

図 1 気温データ自動収集装置 

＊気温推定モデルは、2014 年 10～12 月の観測値より作成
した（誤差評価では、この期間は除外）。 

表 1 農地環境推定システムで推定できる気象データ 

気温  

・日平均気温（℃）  
・日最高気温（℃）  
・日最低気温（℃）  
・2 日先までの平均、最高、最低気温（℃）  

日射量  ・日積算水平面日射量（MJ／m2）  

湿度  ・日平均相対湿度（％）  

基準蒸発散量  ・日積算基準蒸発散量（mm）  

降水量  ・日積算降水量（mm）  
・６時間先降水量（30 分毎，mm）  
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［成果情報名］家畜尿汚水浄化処理に関する実測に基づく精緻化された温室効果ガス排出係数 

［要約］養豚、乳用牛の浄化処理における温室効果ガス排出量を実施設で実測し、その排出

係数を精緻化した。N 2 O 排出係数は現行係数５％の半分程度で、汚水浄化処理に伴う全国

の温室効果ガス排出量算定値は従前推定に比べ 60 万トン（CO 2換算）／年程度減少する。 

［キーワード］汚水浄化、家畜、排出係数、GHG、実処理施設 

［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］ 

畜産分野からの温室効果ガスは、家畜生産段階のすべてで発生が確認されており、生産

性、品質を維持・向上しながらも、温暖化抑制型の生産体系の確立が求められている。こ

のため、「パリ協定」の第 4 条で先進国締約国に求められた緩和（排出削減）に対する

「農林水産省地球温暖化対策計画」に基づく畜産業からの貢献を内外に示すことが重要で

ある。気候変動枠組み条約及び関連する締約国際会議に規定された自国の温室効果ガスの

排出・吸収目録（温室効果ガスインベントリ）を我が国も毎年提出しているが、家畜排せ

つ物管理からの排出量算定方法にも継続的な改善が推奨されている。そこで、特に排出量

が大きく、日本の集約的家畜生産に不可欠な尿汚水浄化処理起源の排出係数を実施設にお

ける温室効果ガスの排出測定にもとづいて精緻化する。  
 
［成果の内容・特徴］ 

１．調査測定対象は国内の家畜生産施設に付帯する実規模の尿汚水浄化処理施設である。

排出係数を求める手順は以下の通りである。 

１）各施設の投入汚水と浄化処理水の性状（有機物濃度、窒素濃度等）を週 2 回以上分

析して各測定期間中の排出係数を算出する。 

２）主たる浄化反応槽である曝気槽とともに貯留槽や沈殿槽など施設全体の反応槽を評

価対象として、各施設の温室効果ガス排出量（あるいはフラックス）を、高温期と低温

期のそれぞれについて 3～8 週間程度の期間実測する。 

３）ブロアでチャンバー内を定量換気しながら、30 分間隔で入気と排気中の温室効果

ガス濃度を測定し、その差異と換気量の積から各処理槽からの時間当たり温室効果ガス

量を算出する（図 1、２）。 

２．国内 5 ヶ所の浄化処理施設の年間測定結果より算出された豚舎排水浄化処理からの排

出係数は 0.91%(g CH 4/g 有機物)、2.87%(g N 2O-N/g 窒素)である（図３）。 

３．乳用牛浄化処理からの排出係数は、岡山県畜産総合センタ内浄化処理施設における 6

年間の様々な処理条件下の排出に基づいて算出しており、0.30%(g CH 4/g 有機物)、

2.88%(g N 2 O-N/g 窒素)である（図３）。 

４．実測に基づき精緻化された排出係数を豚と乳用牛・肉牛に適用した場合、汚水浄化区

分の年間排出量は CH 4では 2.29 万 t 増（CO 2換算）、N 2 O では 64.6 万トン減（CO 2換

算）となり、温室効果ガス全体では約 60 万トンの低減（CO 2換算）となる（図３）。 

 

［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。今後東アジア

各国のインベントリ算定の参考になる可能性有り（タイ、ベトナム、台湾、韓国、中国）。 

３．その他：今回提案された N 2O 及び CH 4排出係数は、2018 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（豚の浄化処理に関しては先行して採

用されている）。  
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［具体的データ］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 図２ 温室効果ガス測定システム（乳用牛排水浄化施設 岡山県） 

 

図３ 精緻化された温室効果ガス排出係数の排出区分への効果 

（長田隆） 

［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：2011～2017 年度 

研究担当者：長田隆、白石誠、水木剛、高取健治 （岡山畜総セ）、長谷川輝明（千葉畜

セ）、河原弘文（唐津農林事務所） 

発表論文等： 

1)Osada et al. (2017) Front. Environ. Sci. Eng. 11:10 

https://doi.org/10.1007/s11783-017-0933-7 

2)白石ら(2017)日本畜産学会報、88(4):479-490 

 
図１ 温室効果ガス測定システム（養豚排水浄化施設 千葉県） 
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［成果情報名］水田水管理による温室効果ガス削減のための MRV 実施ハンドブック（英文） 

［要約］MRV（算定・報告・検証）とは、温室効果ガスの排出権取引等の制度的な排出削減

計画で必須とされる、排出量の正確性や信頼性を確保する一連の過程である。本書は、水

田水管理を対象とした MRV 方法論の開発に必要な基礎的情報を提供する。 

［キーワード］温室効果ガス、温暖化緩和策、水田水管理、MRV、排出削減制度 

［担当］農業環境変動研究センター・気候変動対応研究領域・温室効果ガス削減ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8240 

［分類］普及成果情報 

 
［背景・ねらい］ 

農業分野における温暖化緩和策の社会実装（生産者への普及や行政施策への反映）は十

分に進んでおらず、実質的な温室効果ガスの排出削減のために一層の促進が期待される。

2016 年に発効したパリ協定においても、排出権取引や途上国における適切な緩和行動

（Nationally Appropriate Mitigation Action, NAMA）等の制度的な排出削減計画の活用

が謳われている。特にアジアの水稲生産国では、水田からのメタン排出が温室効果ガス総

排出に占める割合が大きく、制度的な排出削減計画への期待が大きい。しかし先行する工

業分野と比べ、農業分野では制度の実施に必須となる MRV（Monitoring, Reporting, and 

Verification の略称、図 1）の方法論が十分に確立されていない。そこで、潅漑水田から

のメタン排出削減を制度的に実施することを想定し、水管理によるメタンの排出削減プロ

ジェクトを対象とした MRV の英文手引き書を作成し、NARO と GRA（Global Research 

Alliance on Agricultural Greenhouse Gases）のウェブページで公表する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．本書は、序章と本編 5 章から構成される（表 1）。MRV 方法論の厳密な制度設計が必

要となる排出権取引等を想定して科学的・定量的な記述を重視するとともに、制度設計

上の現状の問題点を提示している。 

２．温暖化緩和効果に加え生産者にとって何らかの利点のあることが、緩和策の実施・普

及への近道である。序章において、緩和策の社会実装に向けた取組方法を、自発的、半

制度的、制度的という 3 つに類型化し、それぞれの特徴を示すとともに（表 2）、制度

的取組について排出削減に対する量的重要性を示している。 

３．水田はメタンの面的排出源であり、その排出量は時空間的に大きく変動する。3

章において、水管理の実施によるメタン排出削減率は、様々な原因から生じる不

確実性を考慮して、保守的に算定する必要があることを明記している。 

４．MRV を実施するためのコストは、算定の正確性とのバランスを考慮しつつ、今

後も減らしていくことが必要である。3 章では、現地での測定結果を基にした排

出係数を用いる算定方法に加えて、近年注目される数理モデルを用いた算定方法

について紹介している。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：排出権取引や NAMA 等の制度的な排出削減計画を行おうとする国内外の行

政機関、検証過程の第三者業務を行おうとする民間企業 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：水田メタンが大きな温室効果ガス排出源

であるアジアの水稲生産国をはじめとする世界各国 

３．その他：本書は、国連機関（UNFCCC、FAO）を含む 5 人の国際的な MRV 専門家か

ら査読を受けている。ガス排出量の測定法については、「水田から排出される温室効

果ガスの手動チャンバー法による測定手法ガイドライン（英文）」

（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/mirsa_guidelines.pdf）の併
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読が望ましい。 

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 「算定・報告・検証(MRV)」各過程の実施概要 

 

表 1 本書の章構成とその概要 

章構成 概要  

序章 本書の作成背景ならびにコンセプトの説明、専門用語の解

説、併読すべき参考文献のリスト  

1 章 水田水管理に対する

MRV実施のための導入 

アジアにおける農業分野を対象とした排出削減活動を顧みる

ことで、水田水管理に対する MRV 実施に関する情報を提供  

2 章 基本的なプロジェク

トデザインの決定 

潅漑水田における水管理を対象とした排出削減プロジェクト

について、その計画設計に関する基礎的な情報を提供  

3 章 ガス排出削減可能量

の算定 

排出係数を用いた温室効果ガス排出削減量の算定方法を説明

するとともに、数理モデルを用いた算定の可能性を議論  

4 章 算定・報告過程に対

する要件 

水田水管理の適切な実施を証明するために不可欠なデータと

その算定・報告方法を説明  

5 章 検証過程に対する要

件 

検証過程に対して、実用的な観点からの助言、ならびに近い

将来の検証方法に対する科学的な期待を紹介  

 

表 2 温暖化緩和策の社会実装のための取組方法の類型化 

（南川和則、常田岳志） 

 

［その他］ 

予算区分：委託プロ（国際連携による気候変動プロ） 

研究期間：2013～2017 年度 

研究担当者：南川和則、山口哲由、常田岳志、須藤重人、八木一行 

発表論文等：農研機構（2018）「Handbook of Monitoring, Reporting, and Verificatio

n for a Greenhouse Gas Mitigation Project with Water Management in Irrigated R

ice Paddies」 

方法  自発的  半制度的  制度的  

説明  栽培管理や温暖化適応策

の実施との共通便益  

国内での補助金制度や認証

システム  

国際や国内での排出権

取引や NAMA 

利点    追加的コストが不要  

  作物収量増加に伴う増

益  

  補助金や高い付加価値  

  比較的容易な報告・検証

作業  

  経済的利益  

  国としての GHG インベ

ントリ報告書への記載  

欠点    限られた技術の選択肢  

  限られた削減可能量  

 補助金総額の上限  
  認証排出権の購入者不在  

  複雑な報告・検証作業  

  低い炭素価格のリスク  

責任当事者は、事前に承認された MRV

方法論に従い、算定・報告を実施する 

算定 Monitoring 報告 Reporting 

第三者である検証実施者は、事前に承

認された MRV 方法論に従い、報告資料

の評価や現地視察を実施する 

検証 Verification 
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http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-pamp

h/079208.html (2018 年 2 月 16 日) 

または、 

https://globalresearchalliance.org/wp-content/uploads/2018/02/PRRG-MRV-Handbook-

Water-Management-Irrigated-Rice-Paddies-Feb-2018.pdf(2018 年 2 月 16 日) 
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［成果情報名］水田畦畔・斜面草地における生物多様性に配慮した刈払い管理 

［要約］水田畦畔では年 2～3 回、隣接する刈払いを伴う斜面草地では年 2 回の刈払い管理

が植物の種多様性を高める。それ以下でも以上でも種多様性は低下する。この結果は日本

型直接支払の根拠や二次的自然の適正管理に活用できる。  
［キーワード］生物多様性保全、畦畔、斜面草地、刈払い管理、二次的自然 

［担当］農業環境変動研究センター・生物多様性研究領域・生態系サービス評価ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8240 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

現在、農業など人間の営みにより育まれる二次的自然の生物多様性に注目が集まってい

る。その中でも戦後、最も減少している自然は草原である。1890 年代には国土の 30％以

上に存在していた草原が現在では 1％に満たない。そのような中、小面積ながら水田周辺

に成立する畦畔や隣接して刈払いを行う斜面草地（以下、斜面草地）は全国の水田生態系

にかならず存在する貴重な二次的自然であるといえる。本研究は生物多様性に配慮しなが

ら、害虫管理、作業効率の視点から畦畔と斜面草地の適切な管理手法の開発を目指す。畦

畔と斜面草地は全国的に見られるとともに、その管理形態は非常に多様である。とくに刈

払い頻度や刈払い時期は農家ごとに違いがある。そこで、刈払い回数と植生の関係を解析

することで、適切な刈払い管理の指針を提案する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．本州、四国、九州の 12 地域の畦畔（図 1）ならびに斜面草地（図 2）において植生調

査と刈払い管理実態の調査（調査地点数 612 地点）を実施し刈払い管理と植物の在来種

数との関係を解析した結果である。 

２．畦畔で年 2～3 回、斜面草地で年 2 回の刈払い頻度であれば、在来種数の多い植生が

維持されるが、それ以上の頻度で刈払いを行うと在来種数は低下する。どちらも年 1 回

刈りでも在来種数が低下する（図 3）。また、他の在来植物を被圧し、斑点米カメムシ

の寄主植物となるイネ科植物の相対被度も畦畔で年 2～3 回、斜面草地で年 2 回の刈払

い頻度が低く抑えられる（図３）。 

３．茨城県域で実施した詳細な植生調査と管理実態の調査から２．の種数減少は、畦畔草

地ではカントウヨメナ、ノコンギク、ノアザミなどの半地中植物とシロネ、コバギボウ

シ、ミソハギなどの水生・湿性植物が、斜面草地ではアキノキリンソウ、オオアブラス

スキ、ツリガネニンジンなどの半地中植物とヤマユリ、センニンソウ、コウヤワラビな

どの地中植物である。開花結実前の刈払い、高頻度刈払いによる地下貯蔵栄養分の収

奪、土壌水分条件が乾性に傾くことが原因であると考えられる。 

４．畦畔では年 2～3 回、斜面草地では年 2 回までの刈払いが生物多様性保全に有効であ

る。また、労働コストを下げることにも繋がる。在来植物の多様性保全と斑点米カメム

シ対策の両立には、水稲出穂前までに 2 回刈払いを行った場合は、秋に開花結実する植

物を維持するため、9 月中旬までは刈払いを実施しないことが望ましい。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：日本型直接支払（環境保全型農業直接支払交付金、多面的機能支払制度）

の対象農家及び団体、農業生態系の保全活動を実施している主体。 

２．普及予定地域・普及予定面積：北海道、南西諸島を除く本州・四国・九州に適用可能 

３．その他：農業公園の管理者、二次的自然を保全対象とする環境 NPO にとっても有益な

知見となる。鳥獣害対策や作業性向上等の観点から高頻度の畦畔刈り払いを実施する場

合は、必要な場所のみを高頻度に止めることが生物多様性保全の観点から望ましい。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

（楠本良延） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（収益力向上）、競争的資金（科研費） 

研究期間：2011～2017 年度 

研究担当者：楠本良延 

発表論文等：楠本ら(2017)農村計画学会誌、35(4):469-473 

 

 
図１ 畦畔 

年 2回刈りを実施している在来植物の多

様性に富む畦畔（岩手）※黄色部分 
 

 

 
図 2 斜面草地 

年 2回刈りを実施している在来植物の多

様性に富む水田に隣接した斜面草地（茨

城）※黄色部分 

 
 

図 3 畦畔（a）と斜面草地（b）における刈払い頻度と植物の在来種数との関係 

在来植物種数※：箱ひげ図、イネ科相対被度：折れ線グラフ 
※全国 12地域（岩手県、山形県、石川県、栃木県、茨城県、静岡県、兵庫県、和歌山県、 

広島県、徳島県、福岡県、熊本県）、地点数 615 地点の植生データを使用。 
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［成果情報名］ドローンを用いたほ場計測マニュアル（不陸（凹凸）編） 

［要約］市販の安価なドローンを用いることで圃場の相対的な不陸（凹凸）を計測する方法

について説明したマニュアル。ドローンによる空撮方法やその注意点、ソフトウェアを用

いた処理方法について、図を多用することでわかりやすく説明している。 

［キーワード］ドローン、不陸、熊本地震、3 次元計測、GIS 

［担当］農業環境変動研究センター・環境情報基盤研究領域・農業空間情報解析ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8240 

［分類］普及成果情報 

 
［背景・ねらい］ 

2016 年 4 月に発生した熊本地震は農業にも大きな被害をもたらし、被災農地ほ場では

作物の作付ができないケースも多くみられた。特に不陸と呼ばれる農地面の凹凸が生じる

場合、その程度により作業機導入や作付け可能性の判断の必要性や復旧計画等にも影響を

及ぼすため、迅速に被害の程度を評価することが求められる。本マニュアルは、農業現場

において、近年急速に活用が広まっている市販の安価なドローンと、撮影した複数枚の画

像から対象物の 3 次元形状を復元する技術 SfM（Structure from Motion）・MVS（Multi 

View Stereo）を活用することにより、ほ場に発生した不陸を簡便かつ高精度で相対的に

計測する手法を説明している。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．本マニュアルでは、1．不陸計測の作業手順概要、2．ドローンによる撮影、3．地上

基準点（GCP）の測量、4．SfM・MVS 処理ソフトウェア（Agisoft Photoscan 

Professional）による 3 次元モデルの作成、5．QGIS による不陸量の算出という一連の

作業に沿って解説をしている（図 1、表 1）。 

１）ドローンによる撮影の設定 

対象とするほ場について、ドローンを用いて写真を連続的に空撮する。その際、隣接

する画像の間に 80～90%程度の重複するように設定する。ドローンによる空撮は、タブ

レット端末を使って、インターネット地図上に容易にルート設定が可能であり、自動飛

行にて行うことが可能である。 

２）撮影画像より 3 次元モデルを作成する方法 

SfM・MVS ソフトウェアを使った処理に使う補正情報として、いくつかの基準点を設

定し、相対的な高低差をオートレベル等を用いて計測する。取得された空撮画像と測量

によって得られた比高、さらに地理院地図から得られた測量点の位置情報を基に、SfM

・MVS 処理ソフトウェアを用いて 3 次元モデルを作成する。 

３）ほ場の不陸量の算出方法 

SfM・MVS ソフトウェアで得られた 3 次元モデルをフリーの地理情報システム（GIS）

に読み込み、ほ場毎の平均比高を求め、作成された 3 次元モデルの各地点の比高との差

を算出、ほ場の不陸量を面的に計測する（図 2）。 

２．計測された不陸量と、公共測量等に使われる航空機レーザー測量により算出した不陸

量を比較すると、両者の間に統計的に有意な差は認められない。 

３．初期費用として市販のカメラを搭載した安価なドローン（約 10～20 万円）と市販ソ

フトウェア（約 50 万円）、数万円の簡易測量機器のみで、圃場の相対的な不陸を安価

かつ高い精度で、面的に計測可能である。運用コストは、地上における簡易測量費用お

よび解析時間のみである。 

４．観測セットを安価に揃えることができ、可搬性、機動性に優れることから、他地域で

の災害発生に備えられる。さらに平時においては、ほ場の地表面比高に基づいた精密

農業等での応用も可能である。 
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［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：公設試、普及組織、民間 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国、Web にて PDF を公開するととも

に、希望者にはマニュアルの冊子体を配布する。 

３．その他：本手法により推定された不陸量は、絶対的な標高ではなく、相対的な比高で

ある。そのため例えば地震前後の地面の隆起・沈降量などを計測することはできない。 

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 目次一覧 

1 不陸計測の作業手順概要 

2 ドローンによる撮影 

2.1 飛行計画の策定 

2.2 DJI GS Pro の設定 

2.3 飛行・撮影の実施 

2.4 ドローンを安全に運用するための注意事項 

3 地上基準点（GCP）の測量 

3.1 地上基準点のレベル測量 

3.2 地理院地図より座標と標高値を取得 

4 Agisoft Photoscan Professional による地表高データの作成 

4.1 Agisoft Photoscan Professional の概要 

4.2 データ処理の手順 

5 QGIS による不陸量の算出 

5.1 QGIS について 

5.2 不陸量の算出とレイアウト図の作成手順 

 

 

 

 

 

 

 

  
図 1 マニュアルの表紙とコンテンツ例 

ドローンを用いたほ場計測 

マニュアル（不陸（凹凸）編） 
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（石塚直樹、坂本利弘、岩崎亘典） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（農食事業） 

研究期間：2016～2017 年度 

研究担当者：石塚直樹、坂本利弘、岩崎亘典 

発表論文等： 

1)石塚ら(2018)システム農学、受理 

2)農研機構(2018)「ドローンを用いたほ場計測マニュアル（不陸（凹凸）編）」 

http://www.naro.affrc.go.jp/ （2018 年 4 月 25 日） 

 
図 2 ドローンによるほ場毎の不陸計測結果 

0.2m

－0.2m

２０１６年７月１５日撮影

0m（ほ場平均面）
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［成果情報名］デジタル土壌図のウェブ配信-「日本土壌インベントリー」と「e-土壌図 II」- 

［要約］土壌の種類や分布をウェブ上で調べられるデジタル土壌図とフィールドで使えるス

マホ・アプリを提供する。生産現場で土壌の種類に応じた施肥設計や圃場管理、さらには

土地利用計画の立案や農業 ICT で利用される。 

［キーワード］デジタル土壌図、オープンデータ、スマホ・アプリ、土壌情報、農業 ICT 

［担当］農業環境変動研究センター・環境情報基盤研究領域・土壌資源評価ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8240 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

作物生産や炭素貯留等の土壌が有する機能を最大限に発揮して、環境と調和した持続性

の高い農業や土地の有効利用を実現するためには、土壌の種類やその性質に応じた管理が

重要であり、土壌の種類やその分布状況を調べるための土壌図の利活用が求められる。こ

れまで農研機構では、農業の ICT 化に対応するため農耕地を対象としたデジタル土壌図を

ウェブ上で公開してきた a),b)。しかし、近年、土壌情報の利用者の多様化に伴い、農耕地

以外の土壌情報についても利用ニーズが高まっている。例えば、環境開発等を目的とした

自然環境の調査・予測および評価、農地と里山が混在するような生態系における物質循環

や地球温暖化緩和機能の評価等が挙げられる。 

このように多様化した土壌情報ニーズに対応するため、農耕地のみならず、その他の土

地利用もカバーするデジタル土壌図をオープンデータ化し、様々な地理情報システム（GIS）

で利用可能な形式で、かつ、2 次利用が可能な利用ルールにより配信する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．「日本土壌インベントリー」（http://soil-inventory.dc.affrc.go.jp）はインター

ネットを利用して土壌図や関連する情報を閲覧することができる Web サービスであり、

「e-土壌図 II」（http://soil-inventory.dc.affrc.go.jp/eSoilMap.html）は、スマー

トフォンを用いて土壌図を閲覧することができるアンドロイドおよび iOS 用のアプリで

ある（図 1）。 

２．閲覧できる土壌図は 2011 年に農研機構（旧農業環境技術研究所）が作成した包括的土

壌分類第 1次試案 c)に基づいて作図された縮尺 20万分の 1相当の全国の土壌図と大きく

拡大した時に表示される縮尺 5 万分の１相当の農耕地土壌図である（図 2）。 

３．「日本土壌インベントリー」の土壌図閲覧ページでは、表示された土壌図上の任意の

地点をクリックすると、その地点に分布する土壌種名が表示され、さらに、土壌種名を

クリックすると、その特徴や分布範囲などを解説したページが表示される。また、土壌

温度図閲覧ページでは土壌の表層下 30～50cm の土壌温度の年平均値を閲覧できる。 

４．表示される土壌図のデータは GIS 用のファイルフォーマットである Shape ファイル形

式のオープンデータとして入手でき、農業 ICT 等の基盤情報として利用できる。 

５．「e-土壌図 II」では、スマートフォンやタブレットに搭載された GPS 機能を用いるこ

とにより、利用者が現在位置の土壌の種類を即座に調べることができる。 

 

［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：日本全国に適用可能（e-土壌図 II のダウ

ンロード数：2 千件） 

３．その他：公開している土壌図の Shape ファイルは、CC BY 4.0（クリエイティブ・コモ

ンズ）により提供される。また、関連する成果情報は以下より閲覧できる。 

a)http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/result/result26/result26_16.html 
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b)http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/result/result31/result31_02.html 

c)http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/sinfo/result/result27/result27_86.html 

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 「日本土壌インベントリー」トップ画面（左）と「e-土壌図 II」（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 日本土壌インベントリーで配信している 2 種類の土壌図；左図は縮尺 20 万分

の 1 相当の土壌図、右図は縮尺 5 万分の１相当の農耕地土壌図 

 

（高田裕介、前島勇治、神山和則） 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2016～2017 年度 

研究担当者：高田裕介、前島勇治、大倉利明、小原洋、神山和則 

発表論文等： 

1)「日本土壌インベントリー」http://soil-inventory.dc.affrc.go.jp 

2)「e-土壌図 II」http://soil-inventory.dc.affrc.go.jp/eSoilMap.html 
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［成果情報名］ICT を活用した圃場-土地改良施設連携型の水管理制御システム 

［要約］支線・配水施設を管理する土地改良区、給水口を管理する担い手農家、双方が連携

して利用できる農業用水の管理制御システム（iDAS）である。本システムは低コストかつ

簡易に土地改良施設へ導入でき、適正な水配分と施設の節水・節電が可能である。 

［キーワード］ICT、LPWA、ポンプ場、省力化、節水・節電  
［担当］農村工学研究部門・水利工学研究領域・水利システムユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7677 

［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］ 

広域にわたるポンプ場や分水工等の土地改良施設の管理労力が増大しており、省力化や

省エネ管理による維持管理費の低減が必要である。また需要主導型水管理への移行を進め

るとともに、土地改良施設における供給管理との連携による適正な水配分が必要である。

そこで、クラウド、LPWA(Low Power Wide Area)等の ICT を活用した、担い手農家、土地改

良区双方の水管理労力、施設管理労力を大幅に軽減し、効率的な水管理や、節水、節電を

可能にするシステムを開発することを目的とする。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．農家（担い手等）が管理する給水口から、土地改良区等が管理するポンプ場・分水工

など支線・配水施設までを一つのシステムとして扱え、パソコンや、タブレット端末上

で簡易な水管理が可能な水管理システム（iDAS:Irrigation and Drainage Automation 

System)を開発した。本システムは SCADA（監視制御ソフト）サーバー、現地制御用 PLC、

LPWA 等無線通信機器がパッケージとなっており、クラウド運用による圃場水管理システ

ムなど外部システムとの API 連携が可能で、対応するセンサー類、制御機器は豊富であ

り、地域の実情に合った低コストなシステム構築が可能である（図 1）。 

２．図 2 に示すように本システムは，圃場の情報と施設管理者の給水スケジュール・広域

の施設管理情報から、ポンプ場から最適な取水を自動で行うことができる。ポンプ場で

はパイプライン解析に基づくインバーターによる推定末端圧力一定制御の導入により、

農家の需要に応じた配水を行うために、適正な配水と大幅な節水・節電が可能である。 

３．中小規模の水田パイプライン灌漑地区 2 箇所（茨城県取手市（3.5ha）、龍ヶ崎市（7.5ha））

を対象に、取水源のポンプ場から水田パイプライン、給水栓までの配水管理の実証試験

を行い、施工性、運用性、導入効果がある（図 3）。実証試験においては、遠方の水位情

報等の無線通信のために開発した、LPWA による様々なセンサー・制御機器との通信が可

能な適応型ワイヤレスグリッド（NICT 共同特許出願中）を導入している。 

４．本システムの導入効果は、ポンプ場において導入前の 4 割のポンプ出力の削減効果が

あり、遠方自動管理が可能である（図 4）。パイプライン圧力は計画上圧力の 6 割減と

なり、過剰圧の発生による施設の老朽化が原因の破損事故等に対しても有効である。 

５．広域水管理（230ha 規模）における幹線パイプラインの分水口の流量監視に、LPWA の

うち遠距離通信が可能な LoRa による複数分水口の監視システムを構築し、現地において

稼動を行っている。 

 
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：担い手農家、土地改良区、自治体（県） 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国の受益面積 10～100ha の支線・配水

施設。主に用水機場、ファームポンド、分水工を対象とする。 

３．その他：畑地灌漑地区の監視システムでも導入可能であり現在試験導入中（愛知県）    
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図１ iDAS の概要  

  

 

図４ システムの運用結果 

（茨城県取手市水田パイプライン灌漑地区 

ポンプ出力：導入前の 4 割減 

圧力減少効果：計画圧力の 6 割減 

 

 
図２ iDAS の主要機能の概要  

［具体的データ］ 

 

（中矢哲郎） 

 

［その他］ 

予算区分：その他外部資金（SIP） 

研究期間：2013～2017 年度 

研究担当者：中矢哲郎、浪平篤、樽屋啓之 

発表論文等： 

1)中矢ら(2016)農業農村工学会誌、84(10):19-22 

図３ 現地実証試験の概要  

（茨城県龍ヶ崎市水田パイプライン灌漑地区） 
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2)中矢、樽屋(2015)JACEM、61:15-24 

3)中矢ら｢無線通信方法及び無線通信システム｣特願 2017-068651（2016 年 3 月 30 日） 
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［成果情報名］モニタリング施設を活用した圧力変動緩和装置の設置マニュアル 

［要約］畑地灌漑用の小口径高圧管路では破損事故が多発しており、要因分析と対策が求め

られている。このマニュアルでは、事前調査、モニタリング施設設置、要因分析から圧力

緩和装置設置による対策までのプロセスを現場技術者に分かり易く解説するものである。 

［キーワード］小口径、パイプライン、水撃圧、疲労破壊、長寿命化 

［担当］農村工学研究部門・水利工学研究領域・施設水理ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7677 

［分類］普及成果情報  
［背景・ねらい］ 

畑地灌漑用の小口径高圧管路に使用される樹脂管の破損事故が西日本の畑地灌漑地区に

おいて多数発生している。破損事故の発生要因は、水理学的、土質力学的、地震動、材質

と周辺環境の関係、および施工不良など様々な要因がある。樹脂管については、き裂が生

じる疲労破壊による破損形態が最も多いため、水理学的または土質力学的要因が大きいと

考えられる。本マニュアルでは、主要な破損事故の発生要因である水理学的要因の対策に

ついて整理し、給水栓の開閉による水撃圧や減圧弁の応答による圧力上昇への対策方法の

一つとして圧力変動緩和装置を提案する。対策の効果を適切に発現させるためには、モニ

タリングによる要因分析から対策までのプロセスの理解促進が求められている。  
［成果の内容・特徴］ 

１．圧力変動緩和装置の設置に至る流れ（図 1）では、はじめに、過去の破損事故の履歴か

ら破損形態や土質力学的要因の可能性を判別した後、モニタリング施設の設置を推奨す

る。その後、モニタリングした結果から、管内の圧力変動のパターンを分類し、給水栓

の開閉による水撃圧や減圧弁の応答による圧力上昇であると判別できる場合には、それ

ら施設のメンテナンス・更新費よりも安価であれば、圧力変動緩和装置を設置する。 

２．過去の破損事故時の復旧工事資料を参照すれば、破損事故の被害状況や位置分布など

から破損形態を判別できる。樹脂管の疲労破壊の主要な要因である水理学的要因は、水

利施設の構成や水管理の方法によって様々な水理現象が生じ、管内の圧力変動の波形に

特徴的なパターンがある。これらの圧力変動パターンから水理学的要因を分類すること

ができる。 

３．モニタリング施設は、破損事故の発生要因や漏水箇所の位置を調査することができる。

本施設の構成は、センサー（弁体の開度、水圧、土圧、ひずみ）、データロガー、電源、

漏水探査ロボットの投入・回収口、制水弁から成る（図 2 左）。本施設の寸法は、マン

ホール蓋の直径：900mm、内部空間の直径：1,500m である。設置位置は、既設管路では漏

水事故が多発している区間を挟む上下に 1 か所ずつ、または、新設管路では幹線水路か

ら分水した支線水路において分水した直後から約 400m の区間を挟む 1 か所ずつに設置

するのが適当である。 

４．圧力変動緩和装置は、空気弁とアキュムレーターを備えており、弁体中央に穴の空い

た逆止弁が付属している（図 2 右）。アキュムレーターの容積と封入圧力は、静水圧、

水撃圧、損失水頭、管内平均流速および管路の口径等によるが、モニタリング施設

の内部寸法を考慮して選定する必要がある。封入圧力は、設置後 5 年程度は変化がな

いと予想されるが、封入圧力の点検作業を年 1 回程度行うことが適切である。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：国営・県営の農業土木技術者、農業土木コンサルタント、土地改良区職員 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：畑地灌漑用の小口径高圧管路として樹脂

管が埋設されている地域。 

３．その他：給水栓の開閉による水撃圧が破損事故の要因であることが他の調査手法によ

って明らかである場合、モニタリング施設の設置は必ずしも必要ではない。その場合、

圧力変動緩和装置は、既設の建屋や新設のマンホール内に設置することになる。  
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［具体的データ］ 

 
図１ 圧力変動緩和装置の設置に至る流れ 

 

図２ モニタリング施設の設置スペースを活用した圧力変動緩和装置の設置例 

 

（田中良和、有吉充） 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（SIP） 

研究期間：2014～2017 年度 

研究担当者：田中良和、森充広、安瀬地一作、有吉充 

発表論文等： 

1)田中（2017）12th Pipeline Technology Conference:1-9 

2)有吉ら（2018）Transportation Infrastructure Geotechnology:10.1007/s40515-018-

0048-z 

3)田中ら「配管の圧力変動緩和機構」特願 2016-080362（2016 年 4 月 14 日） 

4)農研機構（2018）「圧力変動緩和装置の設置マニュアル」 

http://www.naro.affrc.go.jp/nire/introduction/chart/0501/index.html （2018 年 8

月 3 日） 
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［成果情報名］ポンプ設備の突発的な故障停止を防ぐためリアルタイムに遠隔監視するシステム 

［要約］運転中のポンプ設備の潤滑油を分析・評価することにより、設備の異常兆候をリア

ルタイムに検出する遠隔監視システムである。検知した異常データは設備管理者の携帯端

末に自動で通知され、蓄積データの閲覧により設備の故障停止を回避できる。 

［キーワード］ポンプ設備、機能診断、遠隔監視、潤滑油、金属摩耗粒子 

［担当］農村工学研究部門・施設工学研究領域・施設保全ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7677 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

農業用ポンプ場は、農地ばかりでなく地域の用水および排水を担う重要な施設である。

その多くが更新の時期を迎えているが、ポンプ設備の劣化の進行を評価するための情報が

不足している現状にある。本研究は、ポンプ設備の突発的な故障停止を防ぐため、設備の

劣化状態を定量的な指標を用いて機能診断を行い、故障が顕著となる前に異常兆候を検出

する技術を開発する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．遠隔監視システムは、ポンプ設備と計測装置、状態監視サーバで構成される（図 1）。

計測装置は、運転中のポンプ設備の回転部から潤滑油を計測装置に循環させる機構を備

えており、連続した計測が可能である。機能診断のための情報として、潤滑油の酸化劣

化と水分混入の程度、並びに油中の金属摩耗粒子数を粒径別に計測する（図 2）。計測装

置で得られた機能診断情報は外部機器に送信され、状態監視サーバに蓄積される。 

２．ポンプ設備の管理者は、端末装置を介して状態監視サーバに蓄積された機能診断情報

を閲覧し、その情報をもとにメンテナンスが必要か否かを随時判断することが可能にな

る。さらに、金属部品は異常摩耗が発生すると損傷の進行が加速されることから、管理

基準値を超過して計測装置が異常兆候を検知すると、状態監視サーバを介して、登録し

た携帯端末にその情報を自動で通知することができる（図 3）。遠隔監視システムを導入

することにより、設備の劣化が進行して故障停止に至る前に適切かつ迅速な対処が行え

るようになる。 

３．対処例として、ポンプ設備の管理者は機能診断情報をもとに、潤滑油の酸化劣化や水

分混入の程度の上昇を確認し、適切な潤滑性能を発揮できないと判断すると潤滑油の交

換を行う。また、潤滑油に含まれる金属摩耗粒子の粒径及び個数に基づいて機械部品の

摩耗の程度を判断して、機械部品の交換時期を決定することができる。計測装置の情報

で判断することが困難な場合には、ポンプ設備から潤滑油を採取してさらに詳細な機能

診断を行うという判断も可能になる。 

４．本システムは、ポンプ設備設置工事に併せて導入することが望ましいが、既存のポン

プ設備にも軽微な改造を行うことにより追加設置することが可能である。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：ポンプ設備を管理する国、地方自治体、土地改良区等の団体 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：ポンプ設備がある全国の地域 

３．管理基準値の設定：ポンプ設備用の潤滑油の管理基準値は、現状では JIS 等の規格や

他分野の文献で用いられている値を準用している。ポンプ設備の潤滑油の診断事例を多

く集め、ポンプ設備用の管理基準値を定める必要がある。 

４．その他：本システムは、対象をポンプ設備に限るものではなく、回転部に潤滑油を使

用する全ての回転機器が対象となる。 
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［具体的データ］ 

（國枝正） 

 

［その他］ 

予算区分：その他外部資金（SIP） 

研究期間：2014～2017 年度 

研究担当者：國枝正、水間啓慈、安部田泰、吉田直樹（トライボテックス）、井原聡（トラ

イボテックス）、類家淳司（トライボテックス）、高尾清志（クボタ） 

発表論文等： 

1)國枝(2017)農研機構研究報告農村工学研究部門、1:31-78 

2)國枝(2017)月間建設物価 10 月号、記事 15-19 

3)國枝ら「回転機器の検査装置、回転機器及び回転機器の状態管理システム」 

 
図１ 遠隔監視システムの構成 

計測装置
・油中の金属摩耗粒子数
・油の酸化劣化
・水分混入

計測した情報を
サーバに蓄積

端末からアクセスし
機能診断情報を閲覧

ポンプ設備 状態監視サーバ

粒子数

酸価

水分量

時間

（◌印は定期的な計測データ）  
図 2 計測データのイメージ図  

金属摩耗粒子数

時間

管理基準値

酸化劣化
水分混入

時間

管理基準値

 
（検知した異常データは携帯端末で受信） 

図 3 端末装置と携帯端末の画面表示 
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特願 2017-248631(2017 年 12 月 26 日) 
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［成果情報名］地震・豪雨時のため池の災害情報共有のための「ため池防災支援システム」 

［要約］地震・豪雨時のため池の決壊予測情報をリアルタイムにインターネットで配信する

災害情報システムである。また、ため池管理者等により現地で入力された実際の被害状況

を、インターネットを通じて関係する防災機関に即座に情報共有することもできる。 

［キーワード］ため池、決壊予測、災害情報システム、情報共有、避難対策 

［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 029-838-7677 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

東日本大震災では福島県の藤沼ため池が決壊し 8 名の尊い命が失われた。地震発生から

ため池の水が下流を襲うまで約 30 分の時間があったが避難を行うための危険度情報が十

分に伝達できなかった。また、音声通話が困難となり、関係機関の庁舎が被害を受けてメ

ール等の連絡もできなくなったことから、ため池決壊の情報が農林水産省に伝達されるの

に約 9 時間かかった。人的被害を防止し、迅速な災害支援を行うことを目的として、地震

・豪雨時にため池の決壊をリアルタイムに予測し、その情報をインターネットやメールを

通じて配信するとともに、ため池現地で得られた実際の被害情報を全国の防災関係者に情

報共有する災害情報システム「ため池防災支援システム」を開発する。 
 

［成果の内容・特徴］ 

１．ため池防災支援システムは、インターネットに接続できる端末（PC、スマートフォ

ン、タブレット）で閲覧、情報入力する地図情報システムである（図 1）。 

２．全国の防災重点ため池及び受益面積 0.5ha 以上のため池約 10 万箇所の諸元情報がデ

ータベースとして格納されており、ため池の規模や防災重点の指定など様々な項目で検

索して地図上に表示できる。 

３．地震の場合は地震発生から 30 分以内、豪雨の場合は現在時刻から６時間後（精度の

低い情報は最長 183 時間後）の決壊予測情報をシステム内で自動解析して、インターネ

ットおよびメールによって配信することができる（図 2）。九州北部豪雨災害では、予

測結果と実際の被害とを比較し、十分な予測精度があることが確認されている。 

４．ため池決壊時の氾濫浸水域を作成し、地図上に表示できる。ため池防災支援システム

は、防災科学技術研究所の府省庁連携防災情報共有システム（以下、SIP4D）と連接し

ており、リアルタイムの気象情報、地震情報、道路通行止め情報、避難所情報など他省

庁や自治体の情報を取り込んで一つの地図画面上に表示できる（図 3）。 

５．ため池防災支援システムからダウンロードできるスマホアプリを用いて、ため池管理

者等が現地で予測情報を閲覧し、被害状況を簡易に入力することにより、国・自治体等

の関係機関の間で決壊の有無を即座に情報共有することができる（図 4）。 

６．システムが提供する決壊予測情報を、自治体によるため池下流域の避難対策や効率的

な緊急点検、貯水位低下などの緊急対策の判断に活用できる。また、システム内で仮想

的な災害を発生させることによって、防災訓練やため池の危険度算定・診断などの事前

防災にも活用できる。ため池の災害情報は防災科研の SIP4D を通じて、他省庁にも情報

共有され、大災害時の支援対策にも活用される。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：国、自治体、ため池管理者等の防災関係機関 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：ため池がある全国の地域 

３．その他：ため池情報支援システムへのアクセスには、ID とパスワードが必要である

（ID・パスワードについては農研機構までお問い合わせください）。ため池情報支援シ
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ステムのマニュアルは農研機構ホームページからダウンロードできる（http://www.naro.

affrc.go.jp/nire/introduction/chart/0402/0402_01.html）。 

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（堀俊和、梶原義範、吉迫宏、重岡徹、正田大輔、泉明良） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（SIP） 

研究期間：2015～2017 年度 

研究担当者：堀俊和、梶原義範、吉迫宏、重岡徹、正田大輔、泉明良、堀部幸祐（株式会

社コア）、古島広明（株式会社オサシ・テクノス）、矢﨑澄雄（株式会社複合技術研究 
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所）、安芸浩資（ニタコンサルタント株式会社） 

発表論文等：農研機構（2018）「ため池防災支援システムマニュアル」

http://www.naro.affrc.go.jp/nire/introduction/chart/0402/0402_01.html （2016

年 11 月 8 日） 
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［成果情報名］農業用ダムの地震波伝播速度に大規模地震が与える影響を解析する技術 

［要約］農業用ダムに整備された地震計の一連の観測記録に繰り返し地震波干渉法を適用す

ることにより、大規模地震に伴う強震動による農業用ダムの地震波伝播速度の一時的な低

下とその後の長期的な変化を定量的に解析する技術である。 

［キーワード］農業用ダム、地震計、大規模地震、繰り返し地震波干渉法、地震波伝播速度 

［担当］農村工学研究部門・施設工学研究領域・施設構造ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7677 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

一般に地盤材料の地震波の伝播については、その材料の剛性が高いほど速くなり、剛性

が低下すると遅くなる。そこで農業用ダムに整備された地震計の一連の観測記録に「地震

波干渉法」と呼ばれる手法を適用し、堤体の状態を地震波伝播速度で評価しその変化を追

跡する技術を提案する。長期的に蓄積された多数の地震計観測記録に逐次繰り返し適用で

きる解析技術を開発し、東北地方太平洋沖地震のような大規模地震に伴う強震動によって

発生する農業用ダムの地震波伝播速度の低下と、その後の長期的な変化を定量的に評価す

る。 

［成果の内容・特徴］ 

１．農業用ダムの堤体の堤体の力学的特性に貯水位変化が与える影響を把握することは安

全性評価の信頼性を高めるという観点で重要である。そこで地震動観測記録の波形に地

震波干渉法と呼ばれる手法を適用する。その結果、地震波が監査廊から堤頂まで上方へ

と伝播する時間を定量的に評価でき、一連のダム観測記録に繰り返し適用することによ

り監査廊—堤頂間の地震波伝播時間の貯水位上昇に伴う変化を追跡できる（図 1）。 

２．東北地方太平洋沖地震のような大規模地震の際には強震動に伴い一時的に堤体の地震

波伝播速度が低下する。監査廊と堤頂に配置された地震計の観測波形を細かく区分し繰

り返し地震波干渉法を適用し、監査廊—堤頂間の地震波伝播速度の地震発生時の時間変化

を解析することで、東北地方太平洋沖地震のような大規模地震前後で発生する地震波伝

播速度の変化を評価することができる（図 2）。 

３．強振動時に発生した伝播速度の変化が一時的なものか、長期的にみても低下したまま

かを明らかにすることは堤体の状態を考える上で有益である。本解析技術は農業用ダム

地震計の長期的な一連の観測記録に繰り返し地震波干渉法を適用することにより、地震

波伝播速度の長期的な変化を追跡できる。これにより地震前後で発生した地震波伝播速

度の低下は一時的なものであり、長期的には元の速度に漸近するように上昇し、その上

昇は築堤後の圧密による上昇よりも速いものであったことがわかる（図 3）。 
４．基盤に相当する監査廊の地震計で 10cm/s2以上の最大加速度を示した地震について整

理すると、地震波伝播速度の地震前後の変化は、震度や最大加速度の増大により大きく

なる傾向が認められる。このことから地震前後に発生した地震波伝播速度の低下量は農

業用ダムへの強震動の影響を示す指標となる（図 4）。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：農業用ダムの維持管理や耐震評価に係る行政部局およびコンサルタント 

２．普及予定地域：国営事業や県営事業で造成された農業用フィルダムを想定  
３．その他：本技術は農業用ダム既設地震計観測記録に適用可能であり、新たな計測装置

は必要としない。大規模地震発生前後における堤体の状態変化の有無の把握や、より詳

細な調査の要否の判断の参考等への活用が期待される。耐震評価の信頼性向上に資する

ため、動的解析に用いる剛性等の諸元の変動特性の把握に活用できる。再現性や解析結

果の解釈においては、設置されている地震計の配置状況や性能等にも依存するため、初

めて適用する際には専門的見地からの検討が必要である。  
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［具体的データ］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(黒田清一郎、田頭秀和、増川晋) 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金(農食事業） 

研究期間：2015～2017 年度 

研究担当者：黒田清一郎、田頭秀和、増川晋 

発表論文等： 

1)黒田ら「地震計による堤体の診断方法」特許 5636585 号（平成 26 年 10 月 31 日） 

2)黒田ら(2017)農業農村工学会誌、85(3):3-7 

 
*地震波伝播速度変化率=

地震前後の伝播速度変化

地震前の伝播速度
 

図 4 地震前後での地震波伝播速度変化率と

地震の震度・最大加速度との関係 
 

 
図 3 長期的な地震波伝播速度の変化 

 
図 1 振動センサの観測波形と地震波干渉法により評価された地震波伝播時間とその変化  

 
図 2 強震時の地震波伝播速度変化 
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3)黒田ら(2017)農業農村工学会誌、85(4):7-11
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［成果情報名］軽量組立型枠を用いた集水井のコンクリート内巻補強工法 
［要約］老朽化した集水井の内面をコンクリート内巻にて補強する工法である。鋼製リング

と塩ビ製の表面部材を使用することにより組立型枠を軽量化し、内部構造が複雑な集水井

でも施工が容易で地盤変形に対して高い追従性を示す内巻構造を形成する。 

［キーワード］地すべり防止施設、集水井、機能保全、補修・補強、内巻補強工法 

［担当］農村工学研究部門・施設工学研究領域・施設保全ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-7677 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

農林水産省農村振興局所管の農地等の地すべり防止区域は全国に約 2,000 箇所あり、そ

の多くには地下水排除工の集水井が設置されている。集水井は地すべり発生の誘引となる

すべり面の間隙水圧の抑制を目的に設置されたものであるが、集水井の中には設置から 50

年以上経過したものもあり、損傷・機能低下が認められるものも多い。農村振興局では施

設管理者の支援を目的とし平成 29 年 3 月に「地すべり防止施設の機能保全の手引き」を公

表したが、集水井の補修・補強工法についての記載は少ない。本研究では、集水井の新た

な補強工法である内巻補強工法を開発するとともに、標準化のための設計・施工マニュア

ル（案）を作成する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．内巻補強工法の概要を図１に示す。老朽化した集水井の内面に円形の鋼製リングを組

み立て、鋼製リングに塩ビ製の表面部材をはめ込み組立型枠を設置する。組立型枠と既

設集水井の隙間に高流動モルタルを流し込みコンクリート内巻を形成する。鋼製リング

はコンクリート中に埋設されるため腐食が起きにくく剛性および耐久性も高い。 

２．施工工程を図 2 に示す。最初に集水井内部の洗浄を行う。次に、集水井の内側に鋼製

リングを組み立てる。鋼製リングは 5kg 未満と軽量であり人力で簡単に接合できる。部

材が軽く接合が容易なことから施工が簡単である。鋼製リングには特殊な孔が空いてお

り、ハンマーを用いて塩ビ製の表面部材をはめ込むだけで水密性の高い組立型枠ができ

る。最後に高流動モルタルを集水井のライナー壁と組立型枠の隙間に充填すればコンク

リート内巻が完成する。作業員 3 人で 1 日 1.5m の打設高で内巻の施工が可能である。 

３．新潟県内の既設ライナープレート製集水井を対象に内巻補強工法の試験施工を実施し

た。施工 1 年後の状況を図 3 に示す。内巻には損傷・変形は認められず、内部状態は良

好である。図 3 に示す点検梯子には、耐腐食性の高い FRP を使用している。ボーリング

マシンを集水井の中に入れ易いように、点検梯子の踊り場部分は簡単に取り外すことが

できる。 

４．鋼製リングと高流動モルタルの複合構造の変形及び破壊状況を確認するために、縮尺

約 1/3 の集水井模型を作製し、側方から土圧に相当する荷重を作用させた。その結果、

縮尺模型は鉄筋コンクリートと同様にひび割れが分散しながら変形し、直径方向のたわ

みが約 8%に達しても破壊せず高い変形性能を示すことが確認された。地すべり地区の

地盤の変形に対しても追従性が高い構造である。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：集水井を管理する国、県、地方自治体 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国 2,000 箇所の地すべり防止区域の主

にライナープレート製集水井（8,700 基と推計）を対象とする。 

３．標準化のための設計・施工マニュアルは農研機構ホームページからダウンロードでき

る（http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/n
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図４ 縮尺 1/3 集水井模型載荷試験 

ire）。 

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中嶋勇） 

 

 

 
図１ 内巻補強工法の概要    

鋼製リング 表面部材(塩ビ製)

既設
集水井

コンクリート
内巻

軽量
組立
型枠

 
図２ 施工工程  

１．洗浄 ２．鋼製リング取付

４．モルタル充填３．組立型枠完成

   
図３ 施工完了時  
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［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（官民連携新技術研究開発事業） 

研究期間：2015～2017 年度 

研究担当者：中嶋勇、森充広、川上昭彦、川邉翔平、中里裕臣、紺野道昭、岡村昭彦（芦

森エンジリアニング株式会社）、五十嵐正之（共和コンクリート工業株式会社） 

発表論文等： 

1)浅野ら（2017）水と土、182:68-73 

2)農研機構(2018)「集水井の設計・施工マニュアル」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/nire/ 
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［成果情報名］将来の豪雨強大化に対応した水利施設計画・管理のための水稲被害リスク評価

法 

［要約］気候変動による豪雨の強大化が低平農地域の水稲生産に与えるリスクを評価する手

法である。複数の気候シナリオの特徴を反映させて作成した多数の豪雨群を用いるため被

害量や金額を統計的に評価でき、新たな排水計画や流域水管理方策の策定に有効である。 

［キーワード］豪雨特性、気候変動リスク、水稲減収尺度、排水計画、流域一体管理 

［担当］農村工学研究部門・地域資源工学研究領域・水文水資源ユニット 
［代表連絡先］電話 029-838-7677 

［分類］普及成果情報 

 
［背景・ねらい］ 

 気候変動の影響により将来は豪雨が頻繁化し、降雨強度も強まる可能性が高いとされる。

低平水田域では、内水氾濫による被害増大が懸念されるため、対応策として将来の豪雨の

影響を見越した新たな排水計画手法や、流域一体での水管理手法の策定が望まれる。そこ

では、農地湛水による作物減収等のリスクを評価する必要がある。しかし、評価の際に使

用する気候予測モデル（GCM）の出力（気候シナリオ）は、GCM の種類や計算手法等の諸条

件により結果が異なるため、従来のように単一の雨量、波形を持つ将来の計画基準降雨を

定められない。そこで本研究では、複数の気候シナリオから得た豪雨の特性を考慮して、

将来の確率雨量の出現分布を確率的に表現する。さらに、その分布を入力値に用いて得た

水稲被害量の確率分布から、リスクを統計的に評価する手法を提案する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．開発した手法は、（1）複数 GCM の特性を反映させた豪雨データの発生、（2）湛水解

析に基づく水稲の冠水被害量の算定、（3）被害リスクの統計的評価からなる（図 1）。 

２．収集した気候シナリオ毎に、豪雨の発生頻度、雨量強度に関する特性値を抽出する。

それらの値の出現確率を考慮し、様々な特徴を持った豪雨群を多数発生させることで、

確率雨量の分布を得る（図 2 は石川県加賀三湖地区で算定した 10 年確率 3 日雨量の例）。

さらに、多様な時間集中度（前方～後方集中型の降雨波形）のパターンを設定できるた

め、雨量と降雨波形の両方の変化が被害に与える影響を評価できる。同手法を現在、近

未来、21 世紀末等の期間に適用すると、それぞれの期間で確率雨量の分布が得られる。 

３．水稲被害量は、水田域の湛水解析の結果である水稲冠水深やその継続期間、生育時期

等の冠水条件に対応した水稲の減収尺度を使用して、定量的に算定する（図 1（2））。 

４．雨量強度と時間集中度の組合せで水稲被害量は大きくばらつくため、確率雨量の分布

（図 2）をリスク評価に利用すると被害量の発生頻度分布が得られる（図 3）。同手法を

現在から将来にかけて適用すると、期間毎の平均的な被害量や想定される最大規模の被

害量を比較できる。例えば分布の上位 10％値でみると、21 世紀末には被害リスクが現在

の 1.28 倍になる。このリスクは、玄米単価を用いると容易に被害金額に換算できる。 

５．一連の手法は、気候変動を見越した将来のリスク変化を盛り込んだ新たな排水計画手

法の発案に繋がる。また、全国の低平地における農地浸水マップの策定等にも役立つ。  
 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：農地排水や防災等の計画基準の策定に係る行政部局、水利施設管理を担う

土地改良区、民間コンサルタント 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：排水の計画基準・技術書への反映１件、

水田中心の全国の国営排水改良地区（30 地区程度）を想定。 

３．その他：豪雨の発生手法は、ため池防災や畑地の土壌流亡の予測に活用できる他、排

水機場での事前排水のような施設管理・操作法の想定にも役立つ。都市域を含めた氾濫
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解析を行うことで、都市被害を軽減するための流域一体での水管理手法の検討に繋がる。 

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（皆川裕樹、池山和美） 

［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：2013～2017 年度 

研究担当者：皆川裕樹、池山和美、宮津進、吉田武郎、久保田富次郎、北川巌 

発表論文等： 

1)皆川ら(2018)農業農村工学会論文集、307(86-2):I_163-I_173 

2)皆川ら(2018)農業農村工学会論文集、307(86-2):I_175-I_184 

 
図 1 気候変動を考慮した低平水田域の水稲被害リスクの評価手法  
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図 2 10 年確率雨量の強度分布の将来変化  
（RCP8.5：温暖化高位参照シナリオの例）  
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図 3 水稲被害リスクの評価結果  

（RCP8.5：温暖化高位参照シナリオの例）  
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3)皆川ら(2016)農業農村工学会論文集、303:I_271-I_279 

4)皆川ら(2014)農業農村工学会論文集、291:147-156 
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［成果情報名］CSMT 電磁探査法を利用する沿岸域の高能率深層地下水調査法 

［要約］津波災害時や災害に備えた沿岸域の広域的な深層地下水水源調査を短期間で実施可

能とする調査手法である。本手法では、事前のノイズ調査による受信点の適用性評価と、

複数の多チャンネル受信器を用いる同時多点受信による高い調査能率を特徴とする。 

［キーワード］CSMT 電磁探査法、深層地下水、高能率、同時多点受信 

［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 029-838-7677 

［分類］普及成果情報

［背景・ねらい］ 

津波・高潮災害等により沿岸農村地域の浅層地下水に塩水化が生じ、代替水源を深層地

下水に求める場合、迅速に広域的に適用可能な地下水調査法が必要となる。そこで、送信

電磁波に対する地盤の電磁応答から地下の比抵抗分布を求め、低比抵抗の塩水化地下水の

分布や帯水層構造を推定する電磁探査法のうち、1 カ所の送信源に対し数 10km2の受信範囲

が設定される CSMT（人工送信源地磁気地電流）法に着目し、商用電源等のノイズ源が多い

沿岸域での適用に当たり、事前のノイズ測定により適切な受信点を選定するとともに、複

数の多チャンネル受信器を用いる同時多点受信により現地作業時間を短縮する高能率な深

層地下水調査法を提案する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．CSMT 電磁探査法では、受信範囲において、送信電磁波によって地盤に誘導される微弱

な 2 次磁場を 1 対の磁場センサと電場センサで測定し、送受信信号の周波数を変化させ、

高周波では浅部の、低周波では深部の比抵抗情報を得る。提案手法では、場所による変

化が少ない磁場の 1 センサと、複数の電場センサを接続可能な受信器を複数用意し、同

時多点受信により広域的な調査を短期間で行う（図 1）。 

２．沿岸域では住宅、工場、送電線等のノイズ源が多く、受信適地選定が課題となる。事

前調査として受信器のみを用いて受信候補点のノイズ評価を行い、相対的にノイズレベ

ルの低い箇所を受信点として選定することにより、より効率的な調査計画を立てること

ができる（図 2）。

３．高比抵抗層が帯水層と推定される兵庫県南あわじ市における水源調査では、探査深度

300m、受信時間 1 時間／カ所、受信器 2 式による 4～6 点同時受信の調査仕様で 26 受信

点の調査を 2 日間で実施でき、従来法と比較して受信に必要な調査日数を半減できる（表

1）。本手法によって得られる推定帯水層等厚線図（図 3）において、帯水層厚が 100m 以

上と推定された地点で掘削された試掘井（深さ 113m、φ200mm 仕上げ）では 800L/min の

揚水量が得られ、本手法の有効性が確認できる。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：沿岸域で地下水の利用・保全に携わる行政部局、民間事業者、研究者。 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：津波湛水等による浅層地下水障害や補助

水源として地下水開発が想定される沿岸域。国の津波対策地下水調査 2 地区、県の地下

水水源調査 1 地区に活用されている。 

３．その他：本手法は津波災害等への緊急対応のための深層地下水賦存状況の広域的な概

査に適した手法である。図 1 のシステムでは最大 30 点／日の探査能率を確認しており、

調査地点数が多いほど調査期間と調査コストの縮減を可能にする。本手法実施のための

適用条件・手順などを網羅したマニュアルは、農研機構ホームページからダウンロード

できる（http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laborato

ry/nire/）。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

（中里裕臣） 

［その他］ 

予算区分：交付金 

研究期間：2016～2017 年度 

研究担当者：中里裕臣、白旗克志、石田聡、土原健雄 

発表論文等： 

1)農研機構(2018)「CSMT 電磁探査法を用いた沿岸域における効率的な深層地下水調査マ

ニュアル」http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/ 

laboratory/nire (2018 年公開予定) 

2)中里ら(2017)地盤工学会誌、65(1):46-47 

図 1 提案手法の構成  

図 2 事前ノイズレベル調査による受信点評価  

図 3 現地適用による推定帯水層等厚線図  

表 1 調査工程例  

多チャンネル入力受信器 2 式 

磁場センサ 2 点 

送信器 

作業項目 人員 日数

送信源(1km)設置 6名 0.8日

試験送信・
送信源保守

3名

試験受信 3名

送信・
送信源保守

3名

同時4-6点
同時受信
26点受信

2班4名

送信源撤収 4名 0.5日

送信源(1km)設置 6名 0.8日

試験送信・
送信源保守

3名

試験受信 3名

送信・
送信源保守

3名

1点受信
(6点/日)
26点受信

1名

送信源撤収 4名 0.5日

2日

提
案
手
法
実
績

4.3日

0.2日

0.2日

比
較
試
算

のべ人数22名,調査期間3.5日

のべ人数25.2名,調査期間5.8日

電場 
センサ 
アンプ 
6 点 
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［成果情報名］農業農村整備・小水力発電事業の経済・環境評価のための WEB アプリケーション 

［要約］行政機関などの実務者が、総事業費などの限られた情報から、農業農村整備事業や

小水力発電事業の経済波及効果と温室効果ガス排出量の統合的な評価を、都道府県および

市町村レベルで、WEB 上で簡便に行えるツールである。 

［キーワード］経済波及効果、公共事業、気候変動、産業連関分析、再生可能エネルギー 

［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 029-838-7677 

［分類］普及成果情報  
 

［背景・ねらい］ 

農業農村整備事業や小水力発電事業などを実施する際に、農業や建設業のみならず経済

全体への便益を明らかにすることがより一層求められており、事業の経済波及効果を定量

的に評価・開示していくことが重要になっている。また、これら事業においても地球温暖

化問題への対応が期待されており、簡易な温室効果ガス（GHG）排出量の算出手法が求めら

れている。そこで、行政機関や NPO 等の実務者が、簡便かつ統合的に、農業農村整備事業

や小水力発電事業の経済波及効果や温室効果ガス排出量を評価できる「経済波及効果・環

境影響評価ツール」を開発する。 

［成果の内容・特徴］ 

１．農業土木事業投入調査などの統計資料から、農業農村整備事業 10 工種（開水路、管水

路、トンネル・暗渠、ポンプ場（機械設備）、同（建屋）、取水施設、貯水施設、ため池、

農地整備・保全・防災、その他）の建設段階、および小水力発電事業（規模別に小水力、

マイクロ水力に分類）の建設・運用各段階の投入構造を新たに推定し、既往の都道府県

間産業連関表にデータベースとして組み込み済みである。このことにより、事業の経済

波及効果（生産誘発額、付加価値誘発額、雇用誘発者数）および GHG 排出量を、都道府

県レベルで簡便に計測できる（図 1）。さらに、地域シェア法を援用することにより、事

業を実施する市町村レベルでの波及効果も推定できる（図 1）。 

２．上記の各計測項目について、一般に広く行われている後方連関効果（事業に投入する

原材料・サービスの生産に伴い、いわゆる上流産業へ波及する効果）の計算に加えて、

家計内生化モデルを用いた所得連関効果（家計の所得・消費の増加を通じた波及効果）

の計測も可能である。 

３．農業農村整備事業（建設段階）と発電施設の建設事業については、ユーザーは、事業

を実施する都道府県、総事業費・用地補償費および事業工種を入力するだけで、各種波

及効果の計測ができる（図 1）。一方で、ユーザーが、建設事業の工法をより詳しく反映

した波及効果、または事業で建設した施設の運用段階の波及効果を計測したい場合は、

ユーザー自身が調査した産業部門別の投入額（または最終需要額）を入力して計算する

ことが可能である（図 1）。このような作業を、農研機構のホームページから参照可能な

ウェブサイト上で、対話形式で行う（図 2）。 

４．本ツールを用いて分析すると、例えば、北海道で開水路の建設工事を行った場合、全

国への総生産誘発額 4.23 のうち、北海道内への波及は 2.56（全体の 60%）であるこ

とがわかる（表 1）。あるいは、小水力発電（運用）事業の GHG 排出量（後方連関）

は 0.34（ton-CO 2 eq）であり（表 1）、これを一般の電力部門と比較すること等によ

り、小水力発電事業の GHG 排出削減効果を求めることができる。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：国・都道府県・NPO 等で農業農村整備事業等の計画策定に携わる実務者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国で年間およそ 10 地区 

３．その他：ツールの具体的な使用方法や理論的背景などについては、農研機構研究報告

を参照されたい。 
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［具体的データ］ 

 

 
表 1 波及効果の分析例：北海道での開水路建設事業・小水力発電（運用）事業 

（上田達己、國光洋二） 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（科研費）、その他外部資金（SIP） 

研究期間：2016〜2017 年度 

研究担当者：上田達己、國光洋二、遠藤和子 

発表論文等： 

1)Ueda T. and Kunimitsu Y. (2017) Asia-Pac. J. Reg. Sci. 1(2):399-426 

2)上田、國光(2018)農研機構研究報告農村工学研究部門、2:81-103 

3)農研機構(2018)「経済波及効果・環境影響評価ツール」 

http://kinohyoka.jp (2018 年 4 月 12 日) 

 
 
図 1 ユーザーによるデータ入力手順の概

略 

建設事業の分析

Step 2: 総事業費，用地

補償費を入力

事業の運用段階の分析

Step 3: 工種を入力
Step 4: 部門別投入額（また

は最終需要額）を入力

オプション：事業実施市町村内の波及効果の計算

当該市町村内の波及効果の出力

都道府県レベルの波及効果の出力

Step 6: 初期投資額の当該市町村内

への波及（発注）比率を入力

Step 5: 事業を実施する市町村を6つまで入力

Step 1: 事業を実施する都道府県を入力

(a) データ入力画面（抜粋） 

 
(b) 分析結果出力画面（抜粋） 

 
図 2 入力・出力画面の例 

 
  

生産誘発額 
（百万円） 

付加価値誘発額 
（百万円） 

雇用誘発者数 
（人） 

GHG 排出量 
（ton-CO2eq） 

 

 

後方
連関 

所得
連関 計 

後方
連関 

所得
連関 計 

後方
連関 

所得
連関 計 

後方
連関 

所得
連関 計 

開水路 全国 1.91 2.32 4.23 0.90 1.31 2.21 0.14 0.17 0.31 2.84 3.15 5.99 

うち北海道 1.53 1.02 2.56 0.73 0.59 1.32 0.13 0.08 0.21 2.02 1.45 3.47 

自地域比率 0.80 0.44 0.60 0.81 0.45 0.60 0.88 0.49 0.67 0.71 0.46 0.58 

小水力
発電 

全国 1.14 2.65 3.79 0.99 1.49 2.48 0.01 0.19 0.21 0.34 3.62 3.96 

うち北海道 1.10 1.32 2.42 0.94 0.76 1.71 0.01 0.10 0.12 0.28 1.86 2.14 

自地域比率 0.97 0.50 0.64 0.95 0.51 0.69 0.87 0.54 0.56 0.84 0.51 0.54 

注）各項目は、初期投資 1 単位（百万円）あたりの波及効果を示す。 
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［成果情報名］すぐに使えてわかりやすい「農研機構の鳥害対策」パンフレットおよび動画 

［要約］鳥害対策に苦慮している地域や農家に新たな対策技術の普及を促進するために、

「畑作テグス君」と「らくらく設置 3.5」を加えて、対応できる圃場や作物の範囲を拡

げ、わかりやすい適用表を掲載した増補改訂版を発行し、設置方法の動画を公開する。 

［キーワード］鳥害対策、防鳥網の簡易設置技術、らくらく設置 3.5、くぐれんテグス君、

畑作テグス君 

［担当］中央農業研究センター・虫･鳥獣害研究領域・鳥獣害グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8481 

［分類］過年度普及成果情報（2015） 

 
［背景・ねらい］ 

これまでに中央農研で開発した鳥害対策の成果として、果樹園のカラス対策「くぐれん

テグス君」と「防鳥網の簡易設置技術」があり、カラー8 頁のパンフレット「農研機構の

鳥害対策」を作成し、全国に 3 万 5 千部配布している。2015 年度に、これら 2 技術の発

展型として畑のカラス対策「畑作テグス君」と、対応樹高を 3.5m まで拡張した防鳥網の

設置技術「らくらく設置 3.5」を開発し、設置マニュアルをオンライン公開したが、ホー

ムページだけでは参照できない農家もあるため、発展型の 2 技術を加えた 4 技術を体系的

に紹介することで、対応できる圃場や作物の範囲を拡げたカラー12 頁の「農研機構の鳥

害対策－増補改訂版」を発行し、関係部局に配布し有効な鳥害対策技術の現場への普及を

加速する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．「農研機構の鳥害対策－増補改訂版」は、中央農研で開発した鳥害対策 4 技術の設置

方法をわかりやすく紹介し、詳しい設置マニュアルを必要とする者を、二次元バーコー

ドまたは URL、およびキーワード検索により、ホームページに誘導するカラー12 頁のパ

ンフレットである（図 1）。 

２．新たに加わる 2 技術により、対応できる圃場や作物の範囲が拡がり（表 1）、表紙に

は加害鳥種と対象作物を視覚的に明示した適用表を配することで（図 1）、利用者が自

分の圃場で使える技術を選択しやすくして、より普及が進むよう工夫されている。 

３．設置手順の動画マニュアル（図 2）も同時に作成し、パンフレットから中央農研の公

開動画サイトに誘導することで、設置方法が誰でも容易に確認できる。 

４．「くぐれんテグス君」の発展型の「畑作テグス君」は、作付ごとに圃場を変える畑作

物のために、側面の防鳥網をなくしてテグスのみで設置できるようにし、必要なときに

短時間で設置し、回収して再利用できるカラス侵入抑制技術である。 

５．「防鳥網の簡易設置技術」の発展型の「らくらく設置 3.5」は、対応できる樹高を

3.5m まで拡張してカンキツ樹の多くが設置対象となるように改良し、カンキツのヒヨ

ドリ被害の多発地において利用価値が高い（図 3）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：鳥害対策を必要とする果樹農家および野菜農家、地方自治体や JA の鳥獣

被害対策担当者等 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：47 都道府県の鳥獣被害対策担当部署に

250 部ずつ配付、農研機構ホームページにパンフレットの PDF を公開、研修・講演にお

いて資料として配付。 

３．その他：自治体等の担当者に活用してもらうため、ホームページではパンフレットお

よび設置マニュアルとともに、指導活動用のスライドや配付用資料も公開している。 

http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/chougai/ 
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パンフレットでの構成 

（動画マニュアル） 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（吉田保志子、山口恭弘） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（農食事業）、その他外部資金（生産局補助事業） 

研究期間：2007～2017 年度 

研究担当者：吉田保志子、山口恭弘、百瀬浩、佐伯緑 

発表論文等： 

1)農研機構(2018)「防鳥網の簡易設置「らくらく設置 3.5」ビデオマニュアル」 

https://www.youtube.com/watch?v=eMEzcv_4il8 (2018 年 3 月 14 日) 

2)農研機構(2018)「畑のカラス対策「畑作テグス君」設置マニュアル」 

http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/chougai/wildlife/hatategu_manual_2018.pdf 

(2018 年 1 月 31 日) 

3)農研機構(2018)「防鳥網の簡易設置「らくらく設置 3.5」設置マニュアル」 

http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/chougai/wildlife/birdnet35_manual_2018.pdf 

(2018 年 1 月 31 日) 

4)農研機構(2018)「果樹園のカラス対策「くぐれんテグス君」設置マニュアル」 

図 1 「農研機構の鳥害対策－増補改訂版」 
図 2 パンフレットの説明の流れと

設置手順の動画マニュアル 

表 1 追加の 2 技術により適用対象が拡大 

図 3 「らくらく設置 3.5」でカンキ

ツ樹のヒヨドリ被害対策が可能に 

既往の2技術 追加の2技術

防鳥網の簡易設置技術 らくらく設置3.5

適用対象 高さ2mまでの果樹や果菜 高さ3.5mまでの果樹

最低作業人員 2名 4名

資材費/1a 2.9万円 3.7万円

作業時間/1a 2.5時間 2時間

くぐれんテグス君 畑作テグス君

適用対象 果樹のカラス被害 スイカ等のカラス被害

最低作業人員 2名 1名

資材費/10a 4.5万円 1.7万円

作業時間/10a 7時間 3時間

全体の 必要な 設置の 資材費と 応用と 
構造  資材  手順  作業時間 注意点 
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http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/chougai/wildlife/kugutegu_manual_2018.pdf 

(2018 年 1 月 31 日) 

5)農研機構(2018)「防鳥網の簡易設置「らくらく設置 2.0」マニュアル」 

http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/chougai/wildlife/birdnet20_manual_2018.pdf 

(2018 年 1 月 31 日) 
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［成果情報名］急傾斜草地の除染のための安全な草地更新作業体系 

［要約］一般の乗用トラクタで除染作業が困難とされている 15～30°の急傾斜草地を無線

操作の低重心トラクタで草地更新を行う。牧草の放射性セシウムは未除染の 37～78％に

低減する。実証地における一連の草地更新の作業時間は、10a 当たり 4.05 時間である。 

［キーワード］急傾斜草地、除染、草地更新、無線傾斜地トラクタ 

［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 024-593-1310 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

放射性物質で汚染された草地では除染として草地更新が実施されている。しかし、急傾

斜草地では、トラクタによる機械作業が困難であり、安全に草地更新可能な作業体系の開

発が求められる。そこで実証試験を通じて、無線傾斜地トラクタを核とした急傾斜草地の

安全な草地更新手法を構築する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．無線傾斜地トラクタ（クボタ：AMX-7、現在は筑水キャニコムで販売：CG670）は、河

川敷の草刈り用に利用されており、操作に特別な資格は不要である。最大 100m 離れて

操作でき、無線が届かないと自動停止する。このトラクタに 4 つの作業機を組み合わせ

て、一連の草地更新作業を実施する。フレールモーア（標準装備）で前植生の刈払い、

ブロードキャスタで土壌改良資材や肥料の散布、ロータリで耕うん、ブロードキャスタ

で播種、ローラで鎮圧を行う（図 1）。等高線、上り、下りいずれの方向でも作業が可

能である。 

２．牧草の放射性セシウムの低減効果を 3 カ所の試験草地で調べた結果では、草地更新し

なかった場合に比べて 37～78％に低下する（図 2）。低下が不十分な草地 C は、土壌中

の交換性カリが約 10mg/100g と低く、適切なカリ対策を合わせて実施することが必要で

ある。 

３．4 カ所の急傾斜草地の実規模での平均所要時間は、10a 当たり刈払い 0.88 時間、土壌

改良資材散布 0.5 時間、肥料散布 0.37 時間、耕うん 1.55 時間（ロータリ 2 回掛け）、

播種 0.36 時間、鎮圧（1 カ所のみ実施）0.39 時間である(表 1)。 

４．耕うん爪に 20cm 前後の石が挟まり、頻繁に耕うん作業が中断した草地では、10a 当

たりの耕うんに（2 回掛け）の作業時間は 2.78 時間を要し、石礫により作業能率が落

ちる場合がある。4 カ所の実証草地はいずれも石礫があったが、耕うん爪が破損する事

例はなく、石礫が多い圃場への対応性が高い。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：公共牧場、農協、農業公社 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：乗用のトラクタで作業が困難な 30°ま

での急傾斜草地。 

３．その他：除染が必要な急傾斜草地の草地更新作業として採用され、宮城県、福島県、

栃木県の公共草地で適用されており、安定的な作業は 30°までを目安とする。除染だ

けでなく、急傾斜草地の施肥や掃除刈りの維持管理の作業へ活用できる。無線傾斜地

トラクタによる草地更新作業の手引きと作業動画、ロータリの性能は 2012 年度普及成

果情報として、農研機構のサイトで閲覧できる（http://www.naro.affrc.go.jp/proje

ct/results/laboratory/nilgs/2012/510b0_03_75.html）。無線傾斜地トラクタおよび

作業機は筑水キャニコムが販売している。 
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［具体的データ］

 

図 1 無線傾斜地トラクタを用いた急傾斜草地の草地更新作業体系 

 

 

 

                                                                                         

 

 

（栂村恭子、伊吹俊彦） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（農食事業） 

研究期間：2013～2017 年度 

研究担当者：栂村恭子、伊吹俊彦、喜田環樹、中尾誠司、平野清、國分洋一（福島畜

表 1 各工程における作業時間  

図 2 草地更新による牧草の放射性セ

シウム低減効果 

草地 A:1～ 3 番草、草地 B：1 番草、草地

C:1～ 4 番草、*：更新と未更新に有意差

あり（ p<0.05）  

 

 

作業時間 範囲

（時間/10a) （最小～最大）

刈払い 0.88 0.67～1.22

土壌改良資
材散布

0.50 0.25～0.89

肥料散布 0.37 0.19～0.56

耕うん* 1.55 0.88～2.78

播種 0.36 0.15～0.50

鎮圧** 0.39 -

合計 4.05

作業

*耕うん２回掛け
**ローラによる鎮圧(１カ所のみ)
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研）、遠藤潤（前：宮城畜試） 

発表論文等： 

1)伊吹ら(2016)傾斜草地の耕うん作業、農作業研究、51:109-117 

2)農研機構(2018)「無線操作による急傾斜草地の草地更新（除染）の手引き」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-

pamph/080251.html（2018 年 3 月 20 日） 

3)農研機構(2018)「急傾斜草地の作業を無線操作で安全に」

https://www.youtube.com/watch?v=GeIXqj-5wPk（2018 年 3 月 20 日） 
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［成果情報名］ワクチンを核としたホオズキのウイルス病防除技術 

［要約］栽培中のホオズキに感染しているウイルス種を判別し、次作ではこれに対応する単

独あるいは複数のワクチンを予め接種した親株の地下茎を苗として利用する。これによ

り、ウイルス病の症状が抑制され、品質が向上する。 

［キーワード］ワクチン、ホオズキ、栄養繁殖、トバモウイルス 

［担当］九州沖縄農業研究センター・生産環境研究領域・野菜病害虫管理グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8916 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

ホオズキは、ナス科ホオズキ属の多年草で、種子あるいは栄養繁殖により主として中山

間地域で栽培される。本作物には、タバコ微斑モザイクウイルス(Tobacco mild green 

mosaic virus: TMGMV)、トマトモザイクウイルス(Tomato mosaic virus: ToMV)が単独あ

るいは重複感染してえそ症状等を引き起こすことが知られている。それらウイルスは土壌

伝染するため、実生由来の健全苗を定植しても感染し、被害が顕在化している。そのた

め、現行では主たる防除法として土壌消毒が実施されているが、ホオズキは中山間地域で

栽培されていることに加えて、担い手の高齢化のために作業が大きな負担となっており、

省力的かつ効果の高い防除法の開発が望まれている。ホオズキは専ら栄養繁殖によって栽

培されるために、ワクチンを一旦ホオズキに接種すると後代まで効果が持続すると考えら

れる。そこで、TMGMV ワクチンおよび ToMV ワクチンを用いた防除法を開発し、効果を明

らかにする。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．TMGMV および ToMV を検出するための RT-PCR 法により、ホオズキに感染しているウイ

ルス種を判別する。TMGMV あるいは ToMV が検出された場合には、それぞれ TMGMV ワク

チンあるいは ToMV ワクチンを選定し、TMGMV および ToMV の両方が検出された場合に

は、両ワクチンを選定する。 

２．ワクチン接種苗の作出方法は、選定したワクチンを地下茎を採取するための親株に接

種し、慣行に従って栽培する。その親株から採取した地下茎をワクチン感染苗として利

用する（図１）。 

３．TMGMV 汚染圃場では TMGMV ワクチン苗を導入し、TMGMV および ToMV の両ウイルスに汚

染された圃場では TMGMV および ToMV の両ワクチンを導入するとウイルス病の症状が抑

制される（表 1）。 

４．TMGMV 汚染圃場あるいは TMGMV および ToMV 汚染圃場に、それぞれに対応するワクチ

ン接種苗を導入して慣行に従って栽培し切り花の品質を評価したところ、TMGMV ワクチ

ンあるいは両ワクチンを導入した区では無処理と比較して品質（表 2）と収益（図２）

が向上する。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：ホオズキ生産者、公的機関のホオズキ栽培指導者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国のホオズキ産地に 10ha 以上 

３．ウイルス病非発生圃場にワクチン接種株を導入した場合、健全株と比較すると茎径、

がく幅が小さくなる場合がある。 

４．本技術の具体的な導入方法および問い合わせ先は、「ワクチンを核としたホオズキの

ウイルス病防除技術マニュアル」（平成 30 年度公開予定）を参照されたい。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理区 草丈 
(cm) 

頂果下長さ 
(cm) 

着果数 
（個） 

最大がく長 
(mm) 

最大がく幅 
(mm) 

茎径 
(mm) 

TMGMV 汚染圃場(大分県)       
 無処理 119.2 ab 85.1 a  9.5 a 63.4 a 58.4 a 8.2 a 
 TMGMVワクチン 120.0 b 86.2 a 10.4 a 66.9 a 58.9 a 9.0 b 
 ToMV ワクチン 112.3 a 79.6 a  9.1 a 63.4 a 58.2 a 8.1 a 
TMGMV・ToMV 汚染圃場(大分県)       
 無処理 120.1 a 79.6 a ― 65.4 a 57.7 a 7.7 a 
 TMGMVワクチン 117.8 a 81.8 a ― 66.6 a 54.3 a 8.3 a 
 ToMV ワクチン 121.4 a 84.2 a ― 63.4 a 57.2 a 7.6 a 
 TMGMV・ToMVワクチン 120.1 a 86.6 b ― 61.2 a 55.0 a 8.0 a 
TMGMV・ToMV 汚染圃場(宮崎県)       
 無処理 86.5 a ― 8.7 a 73.0 a 64.0 a 8.3 a 
 TMGMVワクチン 101.2 bc ― 9.2 a 69.0 a 61.0 a 8.4 a 
 ToMV ワクチン 93.4 ab ― 9.3 a 72.0 a 61.0 a 8.3 a 
 TMGMV・ToMVワクチン 106.9 c ― 10.1 a 71.0 a 62.0 a 8.8 a 

 

表１ TMGMV 汚染圃場および TMGMV・ToMV 汚染圃場のホオズキにおいて TMGMV ワクチ

ンおよび ToMV ワクチンを導入した際の防除効果 

表２ TMGMV 汚染圃場および TMGMV・ToMV 汚染圃場のホオズキにおいて TMGMV ワク

チンおよび ToMV ワクチンを導入した際の品質評価 

表中のアルファベットは異文字間で有意差有り(分散分析後、Tukey’s HSD テスト、p<0.05) 

図１ ホオズキにおけるワクチン導入の流れ 

 

汚染ウイルス 試験区 株数 葉  がく 
 モザイク 退緑斑・えそ 白斑・葉枯れ  モザイク えそ 

TMGMV 無処理 58 0% 25.9% 0%  0% 0% 
 TMGMV ワクチン 58 0% 0% 0%  0% 0% 
 ToMVワクチン 60 0% 11.7% 0%  0% 0% 
         
TMGMV・ToMV 無処理 18 0% 0% 16.7%  0% 0% 
 TMGMV ワクチン 19 0% 0% 47.4%  0% 0% 
 ToMVワクチン 26 0% 0% 80.8%  0% 15.4% 
 TMGMV・ToMV ワクチン 22 0% 0% 0%  0% 0% 
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              （冨高保弘） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（農食事業） 

研究期間：2015～2017 年度 

研究担当者：冨高保弘、米田恵美（大分県農林水研花き）、児玉泰（大分県農林水研花

き）、石松敏樹（大分県農林水研花き）臼井真奈美（宮崎総農試）、黒木修一（宮崎総

農試）、早日早貴（宮崎総農試）、櫛間義幸（宮崎総農試）、久保田健嗣、田中穣 

発表論文等： 

1)米田ら（2017）九病虫研会報、63:23-29 

2)米田ら（2018）九病虫研会報、64:投稿中 

3)農研機構（2018）「ワクチンを核としたホオズキのウイルス病防除技術マニュアル」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-

pamph/index.html （2018 年公開予定） 

図２ TMGMV ワクチンおよび ToMV ワクチン

処理が TMGMV 汚染圃場および TMGMV・ToMV

汚染圃場のホオズキ収益に与える影響．優

品以上の販売額について、無処理区を１と

して各ワクチン区の収益を算出  
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［成果情報名］1km-メッシュ農業気象データ版イネ稲こうじ病の薬剤散布適期判定システム 

［要約］本システムは、利用者がウェブプログラムにアクセスし、地図上の任意の圃場を登

録し、イネ稲こうじ病の防除に必要な情報を登録すると、発生予測モデルにより 9 日間先

まで発生量を予測し、薬剤散布に必要な散布適期開始日を含む防除情報が配信される。 

［キーワード］メッシュ農業気象データ、地図、イネ稲こうじ病、システム、散布適期 

［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］ 

 イネ稲こうじ病の病粒が種籾やサイレージに混入すると、規格外米の発生や飼料

の品質低下が問題となる。本病を的確に防除するために、薬剤散布日を電子メール

により連絡するシステムが開発されているが、アメダス地点が近隣に設置されてい

ない場合や降雨を計測していない地点では予測に利用できないことがある。そこで

日本全国で適用が可能な 1km-メッシュ農業気象データを利用した本システムを開発

する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．本システムは、メッシュ農業気象予測データとイネの生育予測データに基づき、薬剤

の散布適期を自動判定し、電子メールで連絡する。気象データは、９日間先までの予測

情報を利用することができる。 

２．登録者は、インターネット上のウェブプログラムを用いて本システムを利用すること

ができる。 

３．本システム上では、マップ上で任意の目的圃場を登録できる（図１）。 

４．イネの品種、移植日、薬剤の種類、平年の出穂期までの積算気温あるいは水稲生育予

測モデルを選択・登録すると、利用者は、薬剤散布適期開始日を含む電子メールによる

防除情報を受信できる（図２）。 

５．本菌の土壌菌量を登録すると、株あたり病粒数の予測値と薬剤を散布した場合の予測

値をウェブ上で確認できる（図２）。 

６．アメダス地点が近隣に設置されていない地域や気象要素に降水量がない地域でも、本

システムでは予測情報を利用することができる。 

７．本システムは、WebAPI としてプログラムを地方自治体等に提供でき、独自のシステ

ム開発に利用できる。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：JA、種子生産農家、普及センター、一般農家、防除所、公設試験研究機関 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：北海道を除く全国 10 地点以上、5000ha 

３．システムの登録や利用方法は「イネ稲こうじ病の薬剤防除マニュアル」を参照する

（http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/narc/man

ual/058289.html)。 

４．土壌菌量の測定方法は、本マニュアルを参照されたい。 

５．防除所の巡回調査など複数地点を登録すれば、地方自治体の病害発生・被害の予測に

利用できる。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 地図上で任意の圃場を登録した例（緑の丸印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 2 薬剤散布適期判定システムにおける発生予測と電子メールの配信内容例 

                    

                                                   （芦澤武人） 

 

［その他］ 

予算区分：その他外部資金（SIP） 

研究期間：2014～2017 年度 

研究担当者：芦澤武人、大野宏之、岡田周平（ビジョンテック） 

発表論文等： 

品種 
移植日  
薬剤 
菌量 

メール配信

条件 

無散布  

9 日間先まで予測  

薬剤散布  
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1)芦澤(2014)関東東山病虫研報、61:18-22 

2)農研機構（2017）「イネ稲こうじ病の薬剤防除マニュアル」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/narc/manua

l/058289.html （2018 年 1 月 11 日) 

3)芦澤(2017)植物防疫、71:21-24 
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［成果情報名］野菜害虫発生予察用フェロモントラップに混入する非標的チョウ目昆虫識別の手引 

［要約］オオタバコガ、タバコガ、タマナギンウワバ、ハスモンヨトウ、ヨトウガ、コナガ

の発生予察用フェロモン剤に誘引される非標的チョウ目昆虫を、写真と見比べて標的種か

ら識別するための手引である。参考情報として生態等に関する解説がある。 

［キーワード］チョウ目昆虫、発生予察、フェロモン剤、非標的種、形態識別 

［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 050-3533-1838 

［分類］普及成果情報  
 

［背景・ねらい］ 

市販のフェロモン剤には、特定の害虫種（以下、標的種）を誘引する機能があり、都道

府県が実施している害虫発生予察に広く利用されている。しかし、フェロモン剤には、標

的種以外の昆虫（以下、非標的種）も特異的に誘引されることが明らかになってきている。

発生予察調査の担当者は、必ずしも昆虫種の識別に関して十分な知識と経験を持っている

とは限らず、フェロモントラップに非標的種が捕獲された場合には、非標的種を標的種と

誤認する危険性があるため、その対策が必要である。  
そこで、野菜類を加害するオオタバコガ、タバコガ、タマナギンウワバ、ハスモンヨト

ウ、ヨトウガ、コナガについて、各フェロモン剤に特異的に誘引される非標的種を解説し

た手引を作成し、標的種と非標的種を容易に識別することを可能にする。 

［成果の内容・特徴］ 

１．本手引は、オオタバコガ、タバコガ、タマナギンウワバ、ハスモンヨトウ、ヨトウガ、

コナガの発生予察用フェロモン剤に特異的に誘引される非標的チョウ目昆虫を標的種か

ら識別するためのもので、インターネット上で公開されており、自由にダウンロードで

きるようになっている。 

２．第 I 章では、この手引を作成した背景と手引の使用法を解説している 

３．第 II 章では、オオタバコガ、タバコガ、タマナギンウワバ、ハスモンヨトウ、ヨトウ

ガ、コナガの発生予察用フェロモン剤を取り付けた粘着板トラップを野外に設置して、

実際に捕獲された状態の標的種と非標的種の写真を掲載している。互いに見比べやすい

ように同一の図版に配置している（図 1）ので、写真を見比べて同定する。 

４．第 III 章では、それぞれのフェロモン剤に特異的に誘引される非標的種の種類相の特

徴を解説し、特に標的種と似た色彩で大きさが同程度で発生時期が重なるために誤認さ

れやすい非標的種については、より詳しい解説が加えてある（図 2）。さらに、特異的に

誘引される種それぞれのトラップに捕獲された状態や標本の写真とともに、形態の詳細、

地理的分布、捕獲時期等に関する解説を加えてある（図 3）ので、第 II 章の図版のみで

同定できない場合には、それを参考にして同定の精度を高める。 

５．付録として、「各種チョウ目野菜害虫発生予察用フェロモン剤に誘引されるチョウ目

昆虫一覧」、「各種チョウ目野菜害虫発生予察用フェロモン剤の構成成分」、「各種チ

ョウ目野菜害虫発生予察用フェロモン剤とトラップ」がまとめられている。 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：オオタバコガ、タバコガ、タマナギンウワバ、ハスモンヨトウ、ヨトウガ、

コナガを発生予察の対象としている都道府県の発生予察担当者および独自にこれらの種

の発生予察を行おうとする生産者等。印刷版を作成し、関係機関に配布した。 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国 

３．その他：三重県の低地で実施したトラップ調査のデータが示されているので、緯度や

標高が異なる場合は捕獲時期が異なる可能性がある。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（河野勝行） 

［その他］ 

予算区分：交付金、その他外部資金（発生予察） 

研究期間：2008〜2017 年度 

研究担当者：河野勝行、飯田博之、武田光能、本多健一郎 

発表論文等： 

1)農研機構(2017)「野菜害虫発生予察用フェロモントラップに混入する非標的チョウ目昆

虫識別の手引」http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/ 

pamphlet/tech-pamph/078755.html (2017 年 12 月 1 日) 

2)河野ら(2014)応動昆、58(4):343-350 

3)河野(2015)植物防疫、69(9):573-577 

4)河野ら(2016)関病虫研報、(58):7-12 

 
図 1 標的種と非標的種を識別するための図

版（オオタバコガ用フェロモン剤の例） 

 
図 2 特に紛らわしい種に関する解説 

（オオタバコガ用フェロモン剤の例） 

 
図 3 非標的種に関する解説（フタオビキヨトウの例） 
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［成果情報名］農業生態系に生息する土着カブリダニ類の種を識別するマニュアル中級編 

［要約］本マニュアルは、農耕地と周辺自然植生で採集される土着 65 種と導入 4 種のカブリ

ダニ類の識別法を解説するマニュアルである。描画を活用して識別に重要な「胴背毛」の

理解を促し、その配置や長さを比較して識別に利用する。 

［キーワード］天敵、カブリダニ類、識別、土着種、導入種 

［担当］中央農業研究センター・虫・鳥獣害研究領域・生物的防除グループ 

［代表連絡先］電話 050-3533-1838 

［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］ 

 果樹、茶、露地野菜では、減農薬栽培の普及に伴って土着天敵類の利用場面が増え、効

果的な活用の検討が始まっている。難防除害虫のハダニ類やアザミウマ類などの捕食性天

敵であるカブリダニ類は、施設野菜類で生物農薬として利用が普及し、露地作物では土着

種の利用が期待されている。多様なカブリダニ類の利活用を推進するには，農業に有用な

土着種の選抜やその利用効果の判定を支えるための土着種の識別技術が不可欠である。そ

こで、すでに公表しているカブリダニ識別マニュアル初級編（http://www.naro.affrc.g

o.jp/publicity_report/publication/laboratory/narc/manual/055878.html）よりも識別

対象種を増やし、土着 65 種と導入 4 種を識別するマニュアルを作成し、土着カブリダニ

類の利用を推進する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．本マニュアルでは 1981 年から 2016 年までに農耕地と周辺自然植生で採集されたカブ

リダニ類の採集記録を整理し、農耕地でほとんど採集されない 31 種を除き、累積採集数

が 3 頭以上の土着 65 種と導入 4 種を識別対象とする。 

２．初級編では顕微鏡画像を多く掲載して直感的・直接的な識別を促していたが、本マニ

ュアルでは描画を多く掲載して観察する形質を明確にし、識別に利用する形質の「胴背

毛」の理解を促す。 

３．本マニュアルでは、胴背毛の有無を確認してカブリダニ科の下位分類単位である 3 亜

科を識別し、胴背毛の配置や長さを比較するよう構成される（図 1）。 

４．ムチカブリダニ亜科では土着 43 種と導入 4 種、ホンカブリダニ亜科では土着 13 種、

カタカブリダニ亜科では土着 9 種を識別する。 

５．種の識別や露地作物での活用の参考となる主要カブリダニ種の寄主植物リスト（図 2）

と主要植物のカブリダニ種構成比（図 3）を掲載する。 

 

［普及のための参考情報］ 
１．普及対象：都道府県研究機関、普及指導機関、大学。  
２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：環境保全型農業を推進する果樹、茶の生

産地域。カブリダニ製剤を利用する施設野菜および露地野菜の栽培地域。  
３．その他：本技術をまとめたマニュアルは、農研機構のサイト（下記「発表論文等」参

照）からダウンロードできる。なお、カブリダニ類の標本作製には実体顕微鏡、種の識

別には位相差（もしくは微分干渉）顕微鏡が必要である。  
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．土着カブリダニ類の種の識別の概要（マニュアル 1-2 頁、見開き） 

     カブリダニ科の３亜科を識別し、属や種を識別する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．カブリダニ種の寄主植物の例 

   緑は草本、赤は木本。横軸   図 3．植物種ごとのカブリダニ種構成の例 

   は基準化した採集個体数。      種名の「カブリダニ」を省略。 

 

                      （豊島真吾、岸本英成、日本典秀） 

 

［その他］ 

予 算 区 分：交付金 

研 究 期 間：2016〜2017 年度 

研究担当者：豊島真吾、岸本英成、日本典秀、武田光能 

発表論文等：農研機構（2017）「カブリダニ識別マニュアル中級編」 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/narc/
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081319.html（2017 年 12 月 1 日） 
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［成果情報名］施設野菜類の微小害虫防除に役立つバンカーシートと利用マニュアル 

［要約］バンカーシートはカブリダニ類にすみか・増殖場所を与え、害虫に対する防除効果

を高める天敵増殖資材である。本資材の活用により、イチゴやキュウリ等の施設栽培の野

菜類で問題となるハダニ類、アザミウマ類、コナジラミ類の発生を安定的に抑制できる。 

［キーワード］バンカーシート、利用マニュアル、生物的防除、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・生物的防除グループ 

［代表連絡先］電話 050-3533-1838 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

ハダニ類やアザミウマ類、コナジラミ類は施設栽培の野菜類に大きな被害を与える重要

害虫である。これらの微小害虫は薬剤抵抗性を発達させており、化学農薬による防除が難

しいため、天敵であるカブリダニ類による生物的防除の併用が進められている。しかし、

従来のカブリダニ製剤（ボトル製剤やパック製剤）は取扱いが難しく、栽培環境の影響で

効果が安定しないことが課題である。そこで、優れた天敵保護効果と持続的な天敵放飼を

可能とする新たな天敵増殖資材を実用化し、本資材を利用した施設野菜類における微小害

虫防除技術を確立する。その利用法と効果をまとめたマニュアルを公表し、都道府県の普

及指導者や天敵利用に関心を持つ生産者に対して天敵利用技術を普及する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．バンカーシートは耐水紙でできた封筒状の簡易シェルターで、中にカブリダニ類のパ

ック製剤と保水資材、天敵産卵用資材を入れて作物に設置する（図 1）。本資材には、

薬剤散布・灌水・乾燥等からカブリダニ類を保護する効果がある（図 2）。また、保水

資材や天敵産卵用資材の働きにより、カブリダニ類の増殖と作物への持続的な放出を助

ける。これらの特長により、簡便で防除効果の高い天敵放飼が可能になる。 

２．害虫の発生直前または発生初期にバンカーシートを設置することで、防除効果が得ら

れる（図 3）。害虫の密度が高い場合には十分な効果が得られないため、カブリダニ類

に影響の少ない薬剤を散布して害虫密度を下げた後に天敵放飼を行う。 

３．バンカーシートで利用可能な天敵はミヤコカブリダニとスワルスキーカブリダニの 2

種である（図 1）。前者（天敵セット製品名：ミヤコバンカー）は施設野菜類等のハダ

ニ類、後者（天敵セット製品名：スワルバンカー）は施設野菜類（トマトやミニトマト

を除く）等のアザミウマ類やコナジラミ類に対して利用が可能である。 

４．「バンカーシート利用マニュアル」を活用することで、天敵利用経験の浅い生産者で

もカブリダニ類を利用した害虫防除が可能になる。本マニュアルにはバンカーシートの

特徴や使用上のポイント、薬剤との併用事例等が作物別（施設栽培のイチゴ・キュウリ

・ナス・サヤインゲン）にまとめられ、写真や図表で分かり易く説明されている。マニ

ュアルはインターネット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：施設野菜類の生産者、都道府県試験研究機関および普及指導機関 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：イチゴ・キュウリ・ナス・サヤインゲン

等の施設野菜類（スワルバンカーはトマトやミニトマトを除く）。目標普及面積 1000ha。  

３．その他：バンカーシートの保護効果は資材内部に限定され、作物上のカブリダニ類へ

の保護効果はない。導入にあたっては、地域の試験研究機関や指導普及機関等と連携し、

使用を避けるべき薬剤の種類や期間等、注意すべき栽培環境について周知、徹底するこ

とが重要である。利用マニュアルの内容に関する問い合わせ先は農研機構中央農業研究

センター、商品に関する問い合わせ先は石原バイオサイエンス（株）である。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（下田武志、日本典秀） 

［その他］ 

予算区分：競争的資金（農食事業） 

研究期間：2014～2017 年度 

研究担当者：下田武志、日本典秀、後藤千枝、平岡正（大協技研工業）、森光太郎（石

原産業）、香川理威（石原産業）、吉澤仁志（群馬農技セ）、中野昭雄（徳島農林セ）、

松比良邦彦（鹿児島農総セ）、柳田裕紹（福岡農林試）、下元満喜（高知農技セ）、安

達鉄矢（高知農技セ）、中島哲男（石原バイオ）、関康洋（普及支援協会） 

発表論文等： 

1)農研機構(2017)「バンカーシート利用マニュアル 2017 年度版（第一版）」 

http://www.naro.affrc.go.jp/project/research_activities/laboratory/narc/077789

.html （2017 年 10 月 24 日） 

2)Shimoda T. et al. (2017) BioControl 62:495-503 

3)松比良ら(2017)、九州病害虫研究会報、63:86-90 

 
 

図 1 ハダニ卵（左上、赤矢印）とミヤコカブリダニ

（左上、青矢印）、アザミウマ（右上、赤矢印）とス

ワルスキーカブリダニ（右上、青矢印）、バンカーシ

ート本体・パック製剤・保水資材・天敵産卵用資材（左

下）、バンカーシートの設置風景（右下） 

 
図 3 バンカーシートの利用によるイチゴでのナミハダニ密度抑制効果 

各区 7株のイチゴ苗上でのミヤコカブリダニ数（左）とナミハダニ数（右） 

（2014 年、福岡県農林業総合試験場内イチゴほ場） 
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図2 カブリダニに影響がある薬剤の

散布が製剤内部のスワルスキーカブ

リダニの生存に及ぼす影響（DMTP乳

剤、1000倍、散布 3日後） 
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［成果情報名］フルチアセットメチル乳剤による大豆品種の初期薬害 

［要約］大豆 2～4 葉期のフルチアセットメチル乳剤処理による大豆品種の初期薬害程度は

温暖地では小さいが、寒冷地では強く生じることがある。初期薬害程度には品種間差異が

あり、また、他の農薬との混用で、初期薬害が助長されることがある。 

［キーワード］フルチアセットメチル乳剤、初期薬害、大豆品種、収量、混用 

［担当］東北農業研究センター・水田作研究領域・水田作グループ 

［代表連絡先］電話 0187-66-1221 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

近年、大豆作において、生育期に全面茎葉処理できる唯一の一年生広葉雑草用除草剤ベ

ンタゾン液剤（商品名：大豆バサグラン液剤）の効果が劣る雑草が蔓延して問題になって

おり、その対策技術が期待されている。現在、新規選択性茎葉処理剤フルチアセットメチ

ル乳剤（成分含有率 2％）の普及に向けた取り組みが全国で行われているが、本剤の大豆

初期生育への薬害が懸念されている。そこで、フルチアセットメチル乳剤による大豆品種

の初期薬害の特徴を明らかにし、本剤の実用化に向け、適切な使用方法に関する情報を提

供する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．大豆 2～4 葉期のフルチアセットメチル乳剤処理により、散布時の展開葉には褐変、展

開中の葉には縮葉の薬害症状を生じる。関東以西の温暖地ではその影響は小さいが、寒

冷地では落葉に至る強い薬害を生じることがある（表 1）。 

２．フルチアセットメチル乳剤による大豆品種の薬害程度は以下のように分類される（表

1）。 

１）薬害程度大：著しく生育が抑制され、枯死株も発生する「操大豆」、「新 2 号」。 

２）薬害程度中：一部の小葉が落葉し、生育抑制が生じる長葉品種の「ナンブシロメ」、

「すずほのか」。 

３）薬害程度小：落葉に至ることが少ないその他品種。ただし、まれに落葉が生じ、生

育抑制が生じる場合がある。試験を行い、表 1 に掲載していない品種への薬害は全て

軽微であり、薬害程度中以上の品種はない。 

３．寒冷地では、処理 2 週間後の大豆生育抑制率が 20％程度の場合、約 8％減収する（図

1）。 

４．以上のことから、寒冷地でフルチアセットメチル乳剤を処理する場合は、登録内低薬

量での処理、生育量を確保できる栽培法の導入等の対策を講じる必要がある。 

５．他の農薬との混用によって薬害症状を助長する場合があり（図 2）、混用した場合に安

全性が確認されていない農薬との混用は行わない。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：大豆生産者、農業生産技術普及指導機関 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：北海道を除く全地域 

３．その他： 

１）フルチアセットメチル乳剤は 2018 年 2 月に農薬登録され、2018 年の大豆作から使

用できる。 

２）フルチアセットメチル乳剤の効果には草種間差異があり、ヒユ科雑草、ナス科雑草

などの効果が高い草種が発生する圃場で使用する（41804_02_普及）。 

 ３）現時点では、気温等の気象条件と薬害程度との明瞭な関係は確認されていな

い。 
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［具体的データ］ 

表 1 フルチアセットメチル乳剤による大豆品種の初期生育への影響  

 

 

 

（川名義明、橘雅明、澁谷知子） 

 

［その他］ 

予算区分：委託プロ（収益力向上） 

研究期間：2015～2017 年度 

研究担当者：川名義明、橘雅明、澁谷知子、山口晃（日本植物調節剤研究協会） 

発表論文等：農研機構（2018）「大豆用新規茎葉処理除草剤フルチアセットメチル乳剤の

雑草種別効果と初期薬害」

抑制率(%) 落葉程度 抑制率(%) 落葉程度 抑制率(%) 落葉程度

新２号 88 3.0 57 3.0 － －

操大豆 84 3.0 75 3.0 － －

すずほのか 29 1.8 4 0.0 － －

ナンブシロメ 25 1.5 － － － －

おおすず 19 0.5 － － － －

はたむすめ 19 0.3 － － － －

タチユタカ 18 0.8 -3 0.0 － －

シュウリュウ 17 0.5 － － － －

リュウホウ 16 0.5 － － － －

きぬさやか 14 0.0 － － － －

ふくいぶき 13 0.3 － － － －

里のほほえみ 13 0.0 4 0.0 3 0.0

青丸くん 12 0.0 － － － －

ハタユタカ 10 0.3 -8 0.0 5 0.0

あきみやび 8 0.0 － － － －

フクユタカ － － 3 0.0 -1 0.0

エンレイ － － 2 0.0 -1 0.0

タチナガハ － － 6 0.0 1 0.0

試験場所平
均　注3)

16
(8～29)

0.5
(0～1.8)

1
(-8～6)

0.0
(0 .0)

2
(-5～9)

0.0
(0 .0)

注5)フルチアセットメチル乳剤は薬量50mL/10a、希釈水量100L/10aで処理した。

薬害程度 品種
東北農研（大仙） 中央農研（つくば） 西日本農研（福山）

東北農研　　：表に全て掲載
中央農研　　：エンレイ、里のほほえみ、新2号、すずほのか、タチナガハ、タチユタカ、納豆小粒、ハタユタカ、フクユタカ、操大豆
西日本農研：あやこがね、エンレイ、オオツル、ことゆたか、サチユタカ、里のほほえみ、シュウレイ、すずおとめ、すずこがね、すずほまれ、タチナガハ、タマホマレ、
丹波黒、トヨシロメ、ナカセンナリ、納豆小粒、ハタユタカ、フクユタカ、むらゆたか、夢さよう

注4）写真はフルチアセットメチル乳剤4葉期処理の2週間後に撮影（東北農研、2015年）。白線の左側は無処理区、右側は処理区。

大

中

小

注1)抑制率は地上部乾物重の無処理区に対する減少率を示す（東北農研、中央農研は薬剤処理2週間後に、西日本農研は薬剤処理1週間後に調査）。数値は東
北農研は2015年および2016年、中央農研は2016年、西日本農研は2015年のそれぞれ大豆2葉期処理、4葉期処理の平均値。

注2)落葉程度は株当たりの小葉落葉枚数で評価し、0：無（0枚）、1：少（1枚以下）、2：多（1～3枚）、3：甚（3枚以上）とした。

注3)平均値は「新2号」、「操大豆」を除いて算出した。括弧内は数値の範囲を示す。各試験場所の供試品種は以下の通りであり、表に掲載していない品種の初期
薬害はすべて軽微であった。

新２号

ナンブシロメ

里のほほえみ

供試品種：●リュウホウ、▲ナンブシロメ、

■タチユタカ、◆里のほほえみ  

塗りつぶし： 2016 年、白抜き： 2017 年  

 

「フクユタカ」にフルチアセットメチル乳剤

を処理した。左は単用区、右はセトキシジム

乳剤との混用区。処理 3 日後に撮影。  

図 1 初期薬害と収量との関係  

（東北農研）  

図 2 薬剤混用による薬害助長事例

（日本植物調節剤研究協会福岡

研究センター、 2015 年）  
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http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/files/furutiaset

to2018.pdf (2018 年 6 月 1 日公開） 
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［成果情報名］フルチアセットメチル乳剤の効果の雑草種間差 

［要約］大豆作で使用できる全面茎葉処理除草剤のフルチアセットメチル乳剤は難防除雑草

のヒロハフウリンホオズキ、ホソアオゲイトウ、アレチウリ、ニシキアオイ、カロライナ

ツユクサ、マルバツユクサ、マルバルコウに対する防除効果が高い。 

［キーワード］大豆、難防除雑草、全面茎葉処理 

［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 029-838-8514 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

大豆作において、現在の防除体系で防除困難な広葉雑草が残草し、大きな雑草害をもた

らしている。今まで大豆生育期に非イネ科雑草を対象として全面茎葉処理できる除草剤は

ベンタゾン液剤（商品名：大豆バサグラン液剤）のみであった。2018 年 2 月にフルチア

セットメチル乳剤が全面茎葉処理剤として登録されたが、雑草種や生育段階によって効果

が異なることが認められている。そこで、フルチアセットメチル乳剤の実用化に向け、効

果的に使用するため、効果の雑草種間差の情報を提供する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．フルチアセットメチル乳剤を葉齢 2～3 の雑草（大豆とほぼ同時に出芽した雑草では

播種約 15 日後、大豆 2 葉期に相当）に処理することで、ベンタゾン液剤の効果が低い

ことが明らかになっているヒロハフウリンホオズキ、ホソアオゲイトウは枯死に至り、

ニシキアオイ、カロライナツユクサ、マルバツユクサも枯死に至る（表 1）。 

２．同じ処理時期の特定外来生物のアレチウリに対する効果が高く、枯死に至らない場合

も生育が強く抑制される（表 1）。 

３．同じ処理時期のアサガオ類の中ではマルバルコウに対する効果が高く、枯死に至らな

い場合も生育が強く抑制されるが、マルバルコウ以外のアサガオ類に対する効果は低い

（表 1）。 

４．処理時期が 1 週間程度遅れると（大豆とほぼ同時に出芽した雑草の場合は出芽約 20

～24 日後、大豆 3～4 葉期に相当）、多くの雑草の葉齢が 2 から 3 程度進み、効果が高

かった雑草種であっても効果が低下する（表 1）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：大豆生産者、農業生産技術普及指導機関 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：北海道を除く全地域 

３．その他： 

１）本情報はフルチアセットメチル乳剤（2018 年 2 月農薬登録）を使用する大豆圃場

を選定するために使用する。 

２）効果の変動に関しては、種内変異の観点からも情報の集積・共有を進める必要があ

る。 

３）難防除雑草は出芽期間が長いので、フルチアセットメチル乳剤だけでなく、他の除

草剤や機械除草との体系で防除する必要がある。 

４）フルチアセットメチル乳剤は、大豆のほとんどの品種で本剤がかかった葉に一過性

の薬害が出ることから、使用に当たっては薬害症状を理解した上で使用する

（41804_01_普及）。 
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［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（澁谷知子） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（収益力向上） 

研究期間：2015～2017 年度 

研究担当者：澁谷知子 

発表論文等：農研機構(2018)「大豆用新規茎葉処理除草剤フルチアセットメチル乳剤の雑

大豆の
葉齢

雑草の
葉齢

播種後
日数

草丈 葉齢
緑色

本葉数
乾物重

生存
個体数

2016 2 1～2 14 0 ○
2017 2 2～4 16 21 61 1 13 ○
2016 3 2～4 20 29 66 66 3 50 ○
2015 3 5～6 20 57 67 40 31 75 ○
2016 4 5～6 24 53 56 56 33 100 ○
2016 2 1～2 14 62 74 74 26 88 ○
2017 2 2～4 16 38 63 13 88 ○
2015 3 2～4 20 46 73 73 29 100 ○
2016 3 4 20 65 80 69 81 100 ×
2016 4 4～6 24 75 85 81 75 100 ×
2016 2 3～4 14 0 ○
2017 2 6 16 39 51 14 50 ○
2016 3 4～7 20 45 56 66 16 38 ○
2015 3 7～9 20 40 66 46 32 88 ○
2016 4 7～9 24 51 54 59 46 100 △
2016 2 子葉～2 14 51 81 81 43 100 △
2017 2 2～4 16 43 57 24 75 ○
2016 3 2～5 20 76 85 85 77 100 ×
2015 3 7～11 20 63 84 84 66 100 ×
2016 4 3～6 24 66 87 87 71 100 ×
2015 2 2～3 14 15 43 0 9 25 ○
2016 2 3～4 15 33 53 32 27 75 ○
2016 3 4～6 21 17 47 26 32 100 ○
2016 4 6 23 20 51 24 41 100 △
2016 2 1～2 14 0 ○
2016 3 2 20 51 68 44 16 88 ○
2016 4 2～3 24 55 82 44 15 75 ○
2016 2 2～3 14 0 ○
2016 3 4～5 20 23 37 9 100 ○
2016 4 6～7 24 29 45 42 100 △
2016 2 3 14 0 ○
2016 3 4～5 20 30 74 54 18 88 ○
2016 4 6～7 24 48 84 44 42 100 △
2016 2 2～3 14 48 93 82 26 50 ○
2017 2 3～4 16 63 100 12 25 ○
2015 3 4～6 20 21 103 83 40 88 △
2016 3 4～5 20 65 110 80 59 100 ×
2016 4 6 24 60 104 66 53 100 ×
2016 2 2 14 139 113 91 100 100 ×
2017 2 2～3 16 106 93 88 100 ×
2015 3 3 20 129 113 109 84 100 ×
2016 3 3～4 20 103 106 91 80 100 ×
2016 4 4～5 24 122 100 97 92 100 ×
2016 2 2 14 104 110 108 84 100 ×
2017 2 2～3 16 69 91 68 100 ×
2015 3 3～6 20 93 106 85 83 100 ×
2016 3 3～5 20 107 106 106 97 100 ×
2016 4 4～5 24 83 102 102 84 100 ×
2016 2 2 14 92 107 101 92 100 ×
2017 2 2～3 16 83 116 77 100 ×
2015 3 2～4 20 54 100 94 62 100 ×
2016 3 3 20 87 100 100 83 100 ×
2016 4 3～4 24 59 92 92 69 100 ×

中央農研で維持管理している雑草種子を使用したポット試験。アレチウリは関東環境事務所より試験の許可を受け、条件に従って実施。
*無処理に対する割合が50%以下のものを黄色セルとした。 　生残個体の平均値。空欄はデータなし。
　サンプリングは2015年と2016年は播種35日後、2017年は播種30日後に実施。
**評価は草丈と乾物重を中心に総合的に判断。 ○実用的な効果あり(枯死または生育が約30%までに抑制)

△効果あり(生育が50%までに抑制) ×効果が劣る（生育が50%を超える）
***ベンタゾン液剤の評価は2004年試験(雑草3～4葉期処理)と2013年試験(アレチウリ2葉期処理)により上記の基準で評価。

ツユク
サ

カロライナツユ
クサ

マルバツユク
サ

ヒル
ガオ

マルバルコウ △

マルバアメリカ
アサガオ

×

マメアサガオ ×

ホシアサガオ △

ヒユ

ホソアオゲイト
ウ

△

シロザ ×

ウリ アレチウリ ×

アオイ ニシキアオイ

表１　広葉雑草12種に対するフルチアセットメチル乳剤の効果

科名 雑草種名 試験年

処理時の状況 サンプリング時の無処理に対する割合（%）*

評価**
（参考）ベン
タゾン液剤の
評価***

ナス

ヒロハフウリン
ホオズキ

×

オオイヌホオ
ズキ

×
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草種別効果と初期薬害」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-

pamph/081344.html (2018 年 6 月 1 日) 
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［成果情報名］バレイショのそうか病対策のための土壌酸性の簡易迅速診断手法 

［要約］簡略化した pH(KCl)測定法は土壌酸性を簡易迅速安価に評価できる手法であり、バ

レイショのそうか病対策のための土壌酸性の指標として、生産者自身による測定や現場で

の即時診断に活用できる。 

［キーワード］バレイショ、そうか病、土壌酸性、簡易迅速診断、pH(KCl) 

［担当］中央農業研究センター・土壌肥料研究領域・土壌診断グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8877 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

バレイショのそうか病は土壌のアルカリ化により発生が助長されるため、土壌酸性の管

理が重要である。従来から、土壌酸性の指標としてアルミニウムイオン量を反映する交換

酸度 y1 が有用とされ、そうか病対策の基準として y1≧5（長崎県）などが提示されてい

る。しかし、y1 は測定が煩雑で現場での土壌管理に利用しにくいため、そうか病を警戒

するあまり土壌の過度の酸性化や、石灰や堆肥（土壌の酸性を弱める）の不施用による地

力の低下が問題となっている。そこで、y1 と密接に関係する pH(KCl)（2013 年度農研機

構研究成果情報）の測定法を簡略化（精密な操作の省略や分析時間の短縮など）し、普及

担当者や生産者自身による現場測定を可能とする手法を開発し、簡易測定マニュアルを作

成する。併せて、pH(KCl)とそうか病の発病程度の関係解析により、そうか病抑制のため

の pH(KCl)の基準値を示し、pH(KCl)簡易測定による土壌管理を可能にする。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．pH(KCl)測定において、KCl 溶液の調製や試料の秤取は大雑把な操作を行っても測定

値への影響は小さい（表 1）。溶液温度の影響は比較的大きいので、現場測定では溶液

の温度管理に注意する。表 1 の条件範囲なら、圃場で採取した生土を現場測定（図 1）

しても、値は実験室での風乾土による定法の値±0.1 の範囲に収まる（図 2）。 

２．バレイショ産地における現地発病調査や栽培試験の結果から、そうか病対策のため適

切な土壌 pH(KCl)は鹿児島県長島地域（赤黄色土）および徳之島・沖永良部（赤黄色

土、暗赤色土）では 4.0（図 3）、長崎県島原半島（赤黄色土、淡色黒ボク土）では

3.8-4.0 と算定される。 

３．測定に用いる試薬や器具は全て通信販売や店舗で購入でき、2,500 円程度の試薬で 66

点を測定できる（2017 年 11 月現在）。pH 計は、室内で精密に較正して測定する場合は

数千円の機種（較正精度の面から小数二桁表示のタイプに限る）も使用可能だが、扱い

やすさや現場での測定精度からの 2 万数千円程度の理化学用機種が望ましい。土壌に突

き刺して直接測定するタイプの pH 計はこの目的には使用できない。理化学用 pH 計を生

産者が購入しても、20 数点を測定すれば 1 検体 1,000 円の依頼分析より安価になる。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：バレイショに関係する普及指導担当者および生産者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：長崎県の島原半島、鹿児島県の長島地

域、徳之島、沖永良部（合計 3900ha）および他のバレイショ産地 

３．その他： 

１）測定法の詳細についてはマニュアル（Web 掲載および冊子版）を 2017 年度内に公

開する。測定手順の動画を NARO channel で公開しているので、これも参照されたい

（https://www.youtube.com/watch?v=15r7gMEkSak）。 

２）pH(KCl)が基準値より低い場合は石灰施用等による酸性緩和の対象となる。基準値

より高い場合は資材施用による矯正が難しいため、施肥や降雨の影響で pH(KCl)が下
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表１ pH(KCl)の測定手順と許容される条件範囲 a) 

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6

生
土
p
H
(
K
C
l
)
 
現

場
測
定

風乾土pH(KCl) 実験室測定

● 淡色黒ボク土造成相
● 赤色土
点線は±0.1

図 1 現場簡易測定の事例 

図 3 そうか病菌を接種した栽培試験における pH(KCl)とそうか病発病（鹿児島県長島地域の

赤色土、発病度は異符号間に 5%有意の差） 

図 2 定法と簡易測定の pH(KCl)値比較 

pH(KCl) 3.6 

発病度 2.0
b
 

pH(KCl) 5.0 

発病度 85
a
 

pH(KCl) 3.9 

発病度 5.4
b
 

がるのを待つ。pH(KCl)が下がりにくい腐植質のアロフェン質黒ボク土（産地として

は北海道の十勝や鹿児島県の大隅半島）や、輪作体系で後作への影響がある場合は酸

度増大によるそうか病抑制は適切でない。 

 

［具体的データ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

（久保寺秀夫） 

 

［その他］ 

予算区分：競争的資金（農食事業） 

研究期間：2015～2017 年度 

研究担当者：久保寺秀夫、山口典子、草場敬、笛木伸彦（北海道立総合研究機構）、田村

元（北海道立総合研究機構）、渡邊祐志（北海道立総合研究機構）、茶谷正孝（長崎農

林技開セ）、白尾吏（鹿児島農総セ）、餅田利之（鹿児島農総セ）、森清文（鹿児島農

生土を遠心管に
秤取、KCl溶液を
加えて振り混ぜ 

10分待ち、
携帯型 pH計
で測定 

a) 定法 ± 0.1以内の測定値を得るための条件。
b) 通販で購入できる3.3 mol/L KCl溶液 500 mL（比較電極内部液として販売）と精製水1150 mLを混合する。
c) 使用する器具は調理用の秤や計量カップ、焼酎ワンカップ容器など家庭用品で十分である。
d) 実験書によってはこの指示があり、pH調整のため劇物の水酸化カリウムが必要になる。
e) 実験法には決まりがないが、実験室の室温は通常この程度。
f) 測定値への影響が比較的大きいため注意が必要。
g) 一般向けの安価な機種の場合は小数二桁表示のものを選び、室内で正確に較正して測定する。

生土または風乾土と約1 mol/L 
KCl溶液 b)をねじ蓋付き容器に
固液比およそ1:2.5で採取

手で20秒間振り混ぜ、10分後
以降にpH測定

定法

固液比

KCl溶液濃度

簡易法（許容範囲）c)

混合から測定までの時間

溶液の温度

pH計の機種

希釈、洗浄用の水

1:2.5 1:1.5～1:5

1 mol/L 0.7～1.3 mol/L

60分以上 10分以上

KCl溶液のpH 7.0に調整 ｄ) 調整しない

25°C e) 15～35°C f)

理化学用 理化学用が望ましい g)

実験用脱塩水 薬局販売の精製水

供試土壌 風乾細土 風乾土か生土
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総セ）、長友誠（鹿児島農総セ）、石川弘大（北海道農政部）、塚本清音（北海道農政

部）、松田悟（北海道農政部）、森井悠太（十勝農協連）、松尾まゆみ（長崎県島原振

興局）、脇門英美（鹿児島農総セ） 

発表論文等： 

1)久保寺ら(2014)土肥誌、85(1):48-51 

2)農研機構(2018)「バレイショ畑の土壌酸性管理のための pH(KCl)簡易測定法」

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-

pamph/080431.html （2018 年 3 月 30 日） 
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［成果情報名］安定生産のために地温情報を組み入れた畝立後太陽熱土壌消毒「陽熱プラス」 

［要約］現場の地温の実測、あるいはアメダスデータを利用した日最高地温推定値から、消

毒効果や土壌窒素無機化量等を評価する。畦立後太陽熱土壌消毒に適した肥料を組み合わ

せることで、実エンドウ施設栽培やトマト促成栽培等の安定生産ができる。 

［キーワード］太陽熱土壌消毒、積算地温、消毒効果、窒素可給化量、陽熱プラス 

［担当］中央農業研究センター・土壌肥料研究領域・土壌生物グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-8877 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

圃場表面を被覆し、高地温を一定期間維持する太陽熱土壌消毒は、病原菌だけではなく

土壌環境全体に影響する。有機物や肥料など土壌混和後に、畦立と太陽熱土壌消毒を実施

する畝立後消毒（白木ら、1998）の普及拡大には、消毒効果の目安となる積算地温の判断

方法と土壌生態系への影響評価方法の開発が必要である。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．現場の地温を計測することで、また地温計を設置しない場合には近隣のアメダスデー

タの日最高気温と日照時間（気象庁が公開しているデータ）から推定式［露地の場合：

日最高地温＝1.3×日最高気温＋1.2×日照時間－9.3，施設の場合：日最高地温＝10.6×

（1.3×日最高気温＋1.2×日照時間）－9.3）0.40］により計算される日最高地温推定値か

ら、太陽熱土壌消毒期間の積算地温を推定し、消毒効果を判断する（図 1）。 

２．積算地温を目安とする判断根拠を設定することで、土壌病原菌の消毒効果だけではな

く、土壌からの窒素無機化量（図 2）、硝化菌等土壌生物機能の変動を評価できる。地温

情報を利用した防除効果や養分供給効果の見える化等を組み入れた作業体系を「陽熱プ

ラス」とする。 

３．和歌山県南部地域等を対象にした実エンドウ秋まき冬春どりハウス栽培において、微

生物分解型緩効性肥料と有機質肥料を原料とする配合肥料を用いた陽熱プラスは、省力

（無追肥）・減肥（慣行栽培にくらべて窒素施用量を 20％削減）となる。 

４．宮崎県等西南暖地を対象にした促成トマト等施設栽培において、焼酎粕を原料とする

特殊肥料を用いた陽熱プラスは、初期の生育が旺盛で、土壌消毒効果も安定する。トマ

ト促成栽培の場合、慣行防除と比較して施肥及び防除の資材費を 30%低減する（表 1）。 

５．以上の成果概要を、カラーパンフレットと作業手順の動画資料として公表する（図 3）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：太陽熱土壌消毒に取り組む生産者や普及指導機関関係者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：和歌山県南部地域等実エンドウの省力化

栽培を目指す地域（5ha）、宮崎県等西南暖地で太陽熱土壌消毒を実施する施設園芸生産

地帯（111ha）等への普及を目指す。 

３．その他：微生物分解型緩効性肥料と有機質肥料を原料とする配合肥料は片倉コープア

グリ（株）が、焼酎粕を原料とする特殊肥料は雲海酒造(株)が販売する。 
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［具体的データ］ 

図 1 土壌消毒効果の判断手順      図 3 陽熱プラス実践マニュアル 

左：パンフレット（B5 版 24 頁） 

右：動画（DVD 約 24 分間） 

図 2 積算地温を利用した土壌窒素無機化量の推定 

圃場 1（太陽熱土壌消毒 37 日後、●■）と圃場 2（太陽熱土壌消毒 59 日

後、○□）の土壌窒素無機化量を、30℃換算日数に変換した深さ 5cm（●○）

または 15cm（■□）で計測した地温に対して表記。点線は培養試験から得ら

れた土壌窒素無機化モデル式による推定結果。 

 

表 1 トマト促成栽培における経営効果 

 

                    （橋本知義） 

 

［その他］ 

予算区分：競争的資金（農食事業）、その他外部資金（27 補正「地域戦略プロ」） 

肥料 資材(焼酎粕) 土壌消毒 経費計
陽熱プラス(陽熱処理＋焼酎粕) 19,340 63,750 0 83,090
慣行防除(クロピクフロー処理＋化学肥料) 50,133 0 68,628 118,761

(円/10a)
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研究期間：2013～2016 年度 

研究担当者：橋本知義、井原啓貴、越智直、嶋谷智佳子、杉戸智子、浅川晋（名古屋大

院）、村瀬潤（名古屋大院）、三宅英伸（和歌山県農試）、橋本真穂（和歌山県農

試）、衛藤夏葉（和歌山県農試）、菱池政志（和歌山県農試）、松下修門（和歌山県農

試）、林恭平（和歌山県農試）、岡田武彦（和歌山県農試）、大谷洋子（和歌山県農

試）、林恭弘（和歌山県農試）、尾崎哲郎（長崎県農技セ）、中尾敬（長崎県農技

セ）、小川哲治（長崎県農技セ）、茶谷正孝（長崎県農技セ）、渡邊亘（長崎県農技

セ）、永尾亜珠沙（長崎県農技セ）、福吉賢三（長崎県農技セ）、黒木利美（宮崎県総

農試）、加藤三郎（宮崎県総農試）、野﨑克弘（宮崎県総農試）、篠原陽子（宮崎県総

農試）、寺本敏（宮崎県総農試）、櫛間義幸（宮崎県総農試）、平原哲郎（宮崎県総農

試）、早日早貴（宮崎県総農試）、福田武美（宮崎県総農試）、有簾隆男（宮崎県総農

試）、大場和彦（長崎総科大）、下高敏彰（長崎総科大） 

発表論文等： 

1)下高ら(2017)長崎総合科学大学地域科学研究所紀要、32:15-20 

2)越智ら(2015)関東東山病害虫研究会報、62:9-12 

3)井原ら(2018)日本土壌肥料学雑誌、89(2):136-144 

4)農研機構(2015)「陽熱プラス実践マニュアル(2017 年 12 月 28 日 第三版)」 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/narc/

082560.html 
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［成果情報名］植物共生細菌群集のメタゲノム解析のための細菌細胞濃縮法マニュアル 

［要約］植物共生細菌群集に関するオミクス研究のため、植物共生細菌細胞の抽出法を新た

に開発し、普及のための詳細なマニュアルを提供する。 

［キーワード］植物共生細菌群集、群集構造解析、多様性解析、メタゲノム解析、非培養法 

［担当］北海道農業研究センター・大規模畑作研究領域・大規模畑輪作グループ 

［代表連絡先］電話 011-857-9212 

［分類］普及成果情報  
 
［背景・ねらい］ 

農業や食品に関する研究において、植物に共生する微生物群集の多様性や機能性の解明

は重要な課題である。しかしながら、従来の非培養法に基づいた試料調製方法では、宿主

植物由来の物質や DNA が大量に試料に混入するため、共生微生物の DNA 分析が困難である

ばかりでなく、メタゲノム解析等のオミクス解析を行うことも事実上不可能であった。そ

のため、植物組織から共生細菌の細胞を物理的に抽出・濃縮する手法に改良を加え、普及

のための詳細なマニュアルを作成する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．共生細菌抽出用緩衝液：植物組織中には多くのフェノール化合物等が含まれるため、

前処理として最初の緩衝液のみに酸化防止剤であるメルカプトエタノールを添加する。

緩衝液中の Triton X-100 は非イオン性で穏やかな界面活性効果を持ち、抽出操作過程

における微生物細胞の植物組織や器具への吸着を抑制するとともに、核や葉緑素等のオ

ルガネラの膜構造は効果的に破壊するが、細菌類の細胞壁には大きな影響は与えない。

このため、核や葉緑素を効果的に除去しながら細菌細胞を濃縮することが可能となる。 

２．上記緩衝液中でブレンダーを用いて植物組織をホモジナイズし（図 1A、B）、ろ過に

より植物残渣を除去する（図 1C）。このろ過は、後に続く遠心処理をスムーズに行う

ために大きな有機物残渣を除くことが目的であるため、Miracloth のような比較的網目

のサイズの大きい材料を用いて行う。 

３．ろ液の低速遠心により、不溶性のデンプンや細胞成分、核、小さな有機物残渣等を沈

殿させる（図 1D）。得られた上澄み液を高速遠心処理し、細菌細胞をペレットとして

回収する（図 1E）。ペレットの緩衝液への懸濁と高速遠心を繰り返して葉緑体を徹底

的に破壊・除去し、細菌細胞の精製を行う（図 1F）。 

４．最後に、Nycodenz を利用した密度勾配遠心により細胞画分を濃縮・精製する（図

1G、H）。Nycodenz は高濃度でも浸透圧作用を低く抑えることができ、かつ細胞毒性が

少ないため、細菌細胞へのストレスが少ない。また、Nycodenz は化学的な反応性が低

い上に水溶性が高いため、水洗により細胞画分を容易に除去でき、後に続く多様な分子

生物学的な操作を阻害する可能性が低い（図 1I）。 

５．本マニュアルの活用により、様々な植物種に共生する細菌群集についての多様性解析、

メタゲノム解析、メタトランスクリプトミクス、メタプロテオミクス等のオミクス解析

が可能となり、これまで困難であった植物共生微生物群集の多様性や機能性を解明する

ための研究に役立てることができる。本法による解析結果の一例として、窒素施肥がイ

ネ根共生細菌群集に与える影響のメタゲノム解析結果を示す（表 1）。この結果から、窒

素施肥のレベルは窒素固定遺伝子、メタン代謝関連遺伝子、植物ホルモン関連遺伝子の

多様性や機能性に影響を与えることが示唆される。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：農業・食品分野の国内外微生物研究者・研究組織、遺伝子分析受託会社 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：国内外 
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３．マニュアルの詳細については下記の発表論文等の文献 1）を参照すること。 

 

［具体的データ］ 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（池田成志） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（科研費、戦略的創造研究）、その他外部資金（SIP） 

研究期間：2016 年度 

研究担当者：池田成志、大久保卓、鶴丸博人（鹿児島大農）、南澤究（東北大大学院生命

科学） 

発表論文等： 

1) 池田ら(2016)植物共生細菌群集のメタゲノム解析 ｢メタゲノム解析実験プロトコール｣ 

pp.124-130 （株）羊土社、 東京 

2) Ikeda S. et al. (2014) Microbes Environ. 29(1):50-59 

図 1 ダイズの茎または根を材料とした植物共

生細菌の抽出例(池田ら（2016）から転載) 

A:ブレンダーのみでの粉砕が困難な試料
の場合、前処理として液体窒素存在下
で乳鉢と乳棒を用いて実験試料を粉砕
する。 

B：抽出用緩衝液を加え、ブレンダーによ
り試料を粉砕・ホモジナイズする。 

C：Miracloth を用いてホモジネートをろ過
する。 

D：大型夾雑物除去のため短時間低速遠
心し、上澄み液を高速遠心管に移す。 

E：短時間の高速遠心後、ペレットとして
微生物細胞を回収する。 

F：ペレットを緩衝液中に懸濁後、短時間
の高速遠心を行う。同様の操作を 2 回
繰り返す。最後のペレットを界面活性剤
を含まない緩衝液に懸濁する。 

G：高速遠心管中で上記の懸濁液を
Nycodenz 溶液の上に重層する。 

H：密度勾配遠心後、Nycodenz 溶液層
の上に形成された中間層をダイズから抽
出した植物共生細菌群集の細胞として
回収し、微量遠心管に移す。 

I：等量の水と混合し、高速遠心により細
菌細胞をペレットとして回収する。 

Ikeda et al. (2014) のデータから改変 

表１　イネ根共生細菌群集が持つ機能性遺伝子の頻度
遺伝子機能分類

無窒素施肥 慣行施肥
窒素固定遺伝子（nifH） 13.4 9
メタン関連遺伝子
　メタン酸化（pmo , mmo ) 56.3 12.9
　メタン生成（mcr） 3.8 10.8
細菌由来の植物ホルモン関連遺伝子
　エチレン（acdS） 6.1 1.3
　オーキシン（iaaH , iaaM , ipdC） 14 2.3

検出頻度（105配列あたり）
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［成果情報名］静置式の木質チップ通風乾燥方法 

［要約］水分が高く熱効率が悪いことが燃料利用の際の障害になっている切削チップ等の木

質チップを、発電廃熱等を利用して静置で通風乾燥する方法である。フレコンを利用した

1m3程度の小ロットの乾燥方法と、60～300m3規模の大型の乾燥設備の 2 方式がある。 

［キーワード］木質チップ、切削チップ、静置式、通風乾燥、廃熱利用 

［担当］中央農業研究センター・生産体系研究領域・バイオマス利用グループ 

［代表連絡先］電話 029-838-7157 

［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］ 

施設園芸では、化石燃料価格の高騰時に木質ペレット用の暖房機が多数導入された経緯

がある。しかしながら、ペレット価格が石油換算 70 円/L とコスト高であるという問題が

あり十分な活用がなされていないため、ペレットより安価な木質チップを暖房機用の燃料

とすることを検討する。木質チップのうち切削チップ等は水分が 50～60%w.b.と高く、燃

料として利用するには熱効率が悪いため乾燥の必要がある。乾燥は野積みでも可能である

が、1 年以上の長時間を要する。チップ乾燥にロータリーキルン式の通風乾燥機が用いら

れる場合もあるが、250℃以上の高温が必要な上に、設備が高額であるためコストが見合

わない。一方で、木質バイオマス発電等では発電時の廃熱利用を推進しようとしている。

そこで、1m3のネットフレコンで通風乾燥試験を行い、その結果をもとに発電廃熱等の利

用を想定した 60～300m3規模の大型の通風乾燥設備の仕様を試算する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．燃料利用の前処理として、水分 50～60%w.b.の切削チップ等を堆積して静置で通風乾

燥する方法である。施設園芸農家等が小ロットの乾燥に使用することを想定したフレコ

ンによる 1m3程度の乾燥方法と、発電事業者や木質チップ製造業者への導入を想定した

60～300m3規模の大型の乾燥設備の 2 方式がある。 

２．市販のネットフレコン（直径 1100mm、高さ 1150mm）に切削チップを堆積高さ 1m（容

量 1m3）で充填し下部から熱風を送り通風乾燥する（図 1）と、通風温度 100℃では水

分 20%w.b.まで約 10h で乾燥できる。ネットフレコンは網目状になっており側面から熱

風が吹き抜けるため、側面を耐熱ビニール系素材に変更し、高さを 1500mm にして試作

した通風乾燥用耐熱フレコンを図 2 に示す。この耐熱フレコンは 4 隅に配した支柱によ

り自立し、支柱を取り外すことでコンパクトに収納できる。また、フレコンのまま移し

替えることなく運搬および乾燥を行うことができるため、作業を軽労化できる。 

３．60～300m3規模の大型の乾燥設備として、通気式堆肥舎と同様の構造物にチップを堆

積し、床面から廃熱等を通風し乾燥することを想定した通風乾燥設備の概略図およびイ

メージ写真を図 3 に示す。送風温度 100℃、堆積高さ 2.5m で 3 日間で乾燥させる場合

で試算した通風乾燥設備の仕様を表 1 に示す。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：木質バイオマス発電事業者、木質チップ製造業者 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：木質チップ通風乾燥設備は 2018 年に秋

田県の発電事業者および熊本県のチップ製造業者への設置が決まっている。 

３．その他：バイオマス発電の発電効率は高くなく、半分以上が廃熱として棄てられてい

るため、廃熱の有効利用法として通風乾燥設備が適用できる。通風乾燥用耐熱フレコン

は受注生産。 
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［具体的データ］ 

（竹倉憲弘） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、委託プロ（再エネ）、その他外部資金（地域再生） 

研究期間：2013～2017 年度 

研究担当者：竹倉憲弘、山下善道、金井源太、薬師堂謙一 

発表論文等：竹倉、薬師堂(2018)農業施設、49(1):18-23 

 

図 2 試作した通風乾燥用耐熱フレコン 

表 1 通風乾燥設備の仕様（試算） 

図 1 1m3 規模の通風乾燥試験の様子 

図 3 通風乾燥設備の概略図（左）とイメージ写真（右） 

ネット 
フレコン 

ベース台 

パレット 熱風発生器 

側面からの熱風の 
吹き抜け防止のため 

耐熱養生シートで被覆 

木質チップ 

通風配管 

3日分
風速

10m/s

[kW] [Mcal/h] [t/d] [m3/d] [m3/槽] [m] [m] [m] [槽] [本/槽] [m] [m/s] [m] [m/s]

116 100  3.1  20.6  61.9 5.0  7.0 2.0 1  9 0.367 15.0 5.7 2.03

232 200  6.2  41.2 123.7 6.0  9.0 2.5 1 11 0.519 24.5 7.2 2.63

348 300  9.3  61.9 185.6 7.2 10.0 2.5 1 13 0.636 31.1 8.7 2.76

464 400 12.4  82.5 247.4 9.6 11.0 2.5 1 18 0.734 29.9 9.7 2.38

580 500 15.5 103.1 309.3 6.0 11.0 2.5 2 11 0.821 30.6 9.7 2.44

注記：

所要
熱量

乾燥
可能

チップ量

チップ
容積

乾燥
容積

乾燥槽寸法
吐出
風速幅 奥行 高さ

・チップは床面に通風配管を配置した熱風通風乾燥設備に堆積して静置乾燥させるものとする

槽数
配管
本数

主配管
直径 配管

風速
配管

有効長

・通風配管には50mm間隔でφ18mm×2個の通風口を設ける

・チップの水分は50%w.b.とする

・平均気温15℃、空気質量1.2kg/N･m3、空気比熱0.24kcal/kg･Kとする

・乾燥後（水分15%w.b.）の木質チップのかさ密度は0.15tDM/m3（0.176t/m3(水分15%)）とする

・乾燥部までの通風中の熱損失は20%（熱効率80%）とする

・通風配管には呼径100mmのスパイラルダクトを使用し、配管間隔は50cmとする

直径 1100mm 

高さ 1500mm 

耐熱ビニール系素材 

上面と下面は 
網目状のまま 

熱

風

通

風 

送風機 
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［成果情報名］複数農薬の累積的生態リスク評価ツール：NIAES-CERAP 

［要約］水環境中農薬濃度のモニタリングデータを Microsoft Excel ベースのツールである

NIAES-CERAP に入力することによって、複数の農薬による複合影響を考慮した累積的生態

リスクを評価することができる。 

［キーワード］農薬、水生生物、生態リスク、複合影響、Microsoft Excel 

［担当］農業環境変動研究センター・生物多様性研究領域・化学物質影響評価ユニット 

［代表連絡先］電話 029-838-8240 

［分類］普及成果情報 

 

［背景・ねらい］ 

農業環境技術研究所（現農業環境変動研究センター）は、2016 年 3 月にモニタリング

などによって得られた農薬の環境中濃度を入力すると水生生物に対する生態リスクが表示

される Microsoft Excel ベースのツールを公開している。ただし、このツールは個別の農

薬のリスク評価にしか対応していない。個別の農薬のリスクが低いと判定された場合であ

っても、実際の環境中では数十もの多種類の農薬が同時に検出されるため、複数の農薬の

複合影響を考慮して累積的な生態リスクを評価することが必要となる。そこで、既存の複

合影響予測モデルを組み合わせて多数の農薬の複合影響を計算できるように、新たなリス

ク評価ツールを開発し、行政や地方自治体などによる農薬の生態リスク評価を支援する。  
 

［成果の内容・特徴］ 

１．複数の農薬による複合影響を考慮した生態リスクを累積的生態リスクと定義する。

NIAES-CERAP（複数農薬の累積的生態リスク評価ツール）は、Microsoft Excel のスプ

レッドシートとなっており（図 1）、モニタリングなどで得られた農薬の環境中濃度の

データを入力するだけで、殺虫剤、殺菌剤、除草剤の 3 つのカテゴリー別に累積リスク

が自動的に計算できる簡便なツールである。 

２．多数の生物種に対する化学物質の感受性を統計学的に解析し、化学物質の濃度と影響

を受ける種の割合の関係を確率分布として表現したものを「種の感受性分布（Species 

Sensitivity Distribution, SSD）」と呼ぶ。また、農薬の複合影響については、濃度

加算モデル（作用機作が同じ化学物質群に適用）・独立影響モデル（作用機作が異なる

化学物質群に適用）という二つの既存の複合影響予測モデルがあり、これを SSD に適用

することで、累積的生態リスクを評価できる。 

３．SSD と複合影響予測モデルを組み合わせた累積的生態リスクの評価の妥当性を実験的

に検証するために、5 種の藻類を用いて、5 種類の除草剤を混合させた複合毒性試験を

行った。5 種の藻類が影響を受けた割合（増殖阻害が 50%以上のときにその種は影響を

受けたと判定）と、5 種類の個別の除草剤濃度から複合影響予測モデルを用いた予測結

果を比較すると、概ね一致する結果が得られている（図 2）。 

４．このツールは、農研機構 WEB サイト内で内容を紹介する技術パンフレット（図 3）と

共にダウンロードできる。これまで非常に困難であった複合影響の考慮した生態リスク

の評価が広がることが期待される。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：公設試、行政、農薬等の化学品メーカー、大学など農薬の環境中濃度観測

を行っている様々な主体による活用が想定される。 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：全国の水環境に適用可能。 

３．その他：SSD や複合影響予測モデル等については技術マニュアル

（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/ssd/）で解説を行っている。  
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 ［具体的データ］ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（永井孝志） 

 

［その他］ 

予算区分：交付金、競争的資金（環境研究総合） 

研究期間：2012～2017 年度 

研究担当者：永井孝志 

発表論文等： 

1)Nagai T. (2017) Environ. Toxicol. Chem. 36(10):2624-2630 

2)農業環境技術研究所 (2016)「農薬の生態リスク評価のための種の感受性分布解析」

0

20

40

60

80

100

複
数

農
薬

に
よ
っ
て

影
響

を
受

け
る
種

の
割

合
(%

)

■ 実験値
□ 予測値

A B

混合されている各農薬の
単独の影響レベル（影響を受ける種の割合）

5% 10% 20% 5% 10% 20%

環境中濃度を入力計算結果が出力

図 1 Microsoft Excel を用いた累積リスクの計算ツール。各農薬の環境中濃度を入

力すると、複数の農薬の複合影響を考慮した「影響を受ける種の割合（リスク指標）」

が計算され、そのリスクの判定（4 段階）が表示される。 

 

図 2 5 種類の藻類を用いた複合毒性実験の結果とモデ

ルによる予測結果の比較。A は作用機作が全て同じ除草

剤、B は全て異なる除草剤を使用。5 種の除草剤を毒性

寄与率が同じになるように（個別農薬の影響を受ける

種の割合が 5%, 10%, 20%になる濃度で）混合させた。 

 
図 3 技術パンフレット表紙 
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http://www.naro.affrc.go.jp/archive/niaes/techdoc/ssd/ （2016 年 3 月） 
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