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１．近農研を巡る情勢
　平成 24年度は、（独）農業・食品産業技術総合研究機構（以下、農研機構）の第 3期中期計画の 2年目にあたる。

近畿中国四国農業研究センターは、近畿中国四国地域の特徴である、中山間地および傾斜地域における農業の様々な

課題の解決と地域の活性化を目指し、研究・技術開発に取り組んだ。

１）組織体制と運営

ア　組織体制

　農研機構の第 3期中期目標期間における研究推進については、実施すべき研究課題を大課題・中課題として整理し、

大課題毎に大課題推進責任者（プログラムディレクター）を、中課題毎に中課題推進責任者（プロジェクトリーダー）

を配置するとともに、中課題推進責任者を補佐するため必要に応じて中課題推進副責任者（サブリーダー）を配置す

る体制としており、大課題・中課題の推進は大課題推進責任者・中課題推進責任者が責任を持って対応する一方、研

究所では、中長期的な観点からの研究者の人材育成および人的な管理を中心に、研究成果の社会還元、研究環境の整

備、研究資産の管理等の業務を行うこととし、これらの研究所の業務を効率的に遂行するため、研究所に研究領域を

置いている。

　近畿中国四国農業研究センターには、平成 23年度に引き続き、6名の中課題推進責任者および７名の中課題推進

副責任者が配置された。

　また、近畿中国四国農業研究センターに 6の研究領域を置き、営農・環境研究領域および水田作研究領域の 2つ

の研究領域を近畿中国四国農業研究センター本所（福山）に、作物機能開発研究領域および傾斜地園芸研究領域の 2

つの研究領域を四国研究センターに、環境保全型野菜研究領域を綾部研究拠点に、畜産草地・鳥獣害研究領域を大田

研究拠点にそれぞれ設置するとともに、近畿中国四国農業研究センター独自の内部組織として、各研究領域内に以下

の 18の研究グループを設置している。

　◯営農・環境研究領域

　・農業経営研究グループ

　・機械作業・情報研究グループ

　・農地・水環境研究グループ

　◯水田作研究領域

　・水稲育種研究グループ

　・小麦育種研究グループ

　・栽培管理研究グループ

　・輪作体系研究グループ

　・病虫害研究グループ

　◯作物機能開発研究領域

　・大麦育種研究グループ

　・大豆育種研究グループ

　・食品機能性研究グループ

　◯傾斜地園芸研究領域

　・カンキツ生産研究グループ

　・傾斜地野菜生産研究グループ

　・園芸経営研究グループ

　◯環境保全型野菜研究領域

　・生産基盤研究グループ
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・野菜生産研究グループ

◯畜産草地・鳥獣害研究領域

・黒毛和種放牧飼料研究グループ

・鳥獣害対策研究グループ

　また、所の広報活動や産学官連携活動を円滑に実施するため、平成 23年度に設置した産学官連携支援室を改組し、

新たに広報普及室を設置した。広報普及室には、広報、産学官連携活動が一体的に行えるよう、企画管理部情報広報

課、四国企画管理室連絡調整チームおよび専門員をメンバーとして加え、広報普及室長には研究調整役をあてること

とした。

イ　予算

　第 3期においては、運営費交付金による研究資金を効率的・効果的に活用することにより中期計画の着実な推進

を図るため、研究資金の配分については、中期計画の大課題ごとに配分される大課題研究費を、当該大課題を構成す

る中課題を担当する研究職員の所属する研究所に配分しており、研究所長は、この配分された大課題研究費から共通

経費を徴収し、光熱水料、機械施設の維持管理費等の他、研究所長の裁量で所研究活動強化費の財源として使用して

いる。

　また、産学官連携、現地技術実証、広報・普及、行政との連携等を通じて、研究成果の社会還元を一層促進すると

ともに、新たな研究ニーズを踏まえた先行的・試行的研究を実施し、人材育成、外部資金の獲得促進に資するため、

研究活動強化費が設けられている。

　平成 24年度の近畿中国四国農業研究センターの運営費交付金の研究予算は、大課題研究費 171 百万円、研究活

動強化費 70百万円であった。

２）近畿中国四国農業研究センターの研究の推進方向

　第 3期においては、近畿中国四国農業研究センターは、上記組織体制のもと、近畿中国四国地域の特徴である都

市近接性中山間地および傾斜地域におけるさまざまな農業の課題の解決と地域の活性化を目指して、M（ミッション：

使命）、V（ビジョン：展望）、P（パッション：情熱）をもって、下記の 6つの課題を中心に戦略的に重点化して研究・

技術開発に取り組んでいる。

　◯　中小規模水田における輪作技術の開発

　◯　飼料用稲や放牧などを利用する牛肉生産技術の開発

　◯　日光温室などの施設園芸技術の開発

　◯　カンキツの高品質安定生産技術の開発

　◯　環境負荷物質の動態モデルと環境負荷の評価手法の開発

　◯　土壌病害虫防除と耕種的防除による環境保全型野菜栽培技術の開発

２．運営に関する主な動向
１）近畿中国四国農業試験研究推進会議

　平成24年度近畿中国四国農業試験研究推進会議本会議は、平成25年2月8日に福山市生涯学習プラザで開催した。

　まず、各推進部会長等から、平成 25年 1月～ 2月に開催した各推進部会および平成 24年 8月に開催した評価企

画会議について、地域重要研究問題の措置方向等の議事概要の報告を行った。また、事務局から、現在は 3つの分

科会（病害虫、土壌、鳥獣害）で構成されている生産環境推進部会を平成 25年度から分科会ごとに独立させ、それ

ぞれ推進部会に格上げする提案が行われ、提案どおり了承された。

　続いて、重要検討課題として、「地域農業の活性化を目指した 6次産業化に資する試験研究機関の役割と技術支援

方策」について検討を行った。課題検討に先立ち、近畿中国四国農業研究センターの担当研究職員から、近畿中国四

国農業研究センターの開発技術を活用した農業の 6次産業化等の事例を紹介するとともに、それぞれの経営展開を
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分析した結果について話題提供を行った。続いて、府県、農政局および近畿中国四国農業研究センターのそれぞれの

立場から、6次産業化の取組事例、関連事業などの取組の現状、試験研究機関の役割と技術支援方策について資料を

もとに説明と質疑応答を行った。最後に、農研機構本部研究管理役から、本日の検討からマーケット・インの発想と

異分野連携の重要性が見出せるとのコメントと、農研機構においても 6次産業化推進のための窓口を設置した旨の

紹介があった。

２）サポーターズ会議

　近畿中国四国農業研究センターでは、研究成果の広報、普及促進および定着に資するため、平成 23年度から、農

業関係者、行政・普及関係者、試験研究機関関係者、民間企業関係者、消費者、報道関係者および学識経験者の中か

ら所長が委嘱する委員および所議構成員で構成する「近畿中国四国農業研究センターサポーターズ会議」を開催して

いる。

　平成 24年度のサポーターズ会議は、平成 25年 1月 18 日に近畿中国四国農業研究センターにおいて開催し、稲

発酵粗飼料用水稲新品種「たちすずか」および「たちあやか」、低アミロース性巨大胚水稲新品種「はこごころ」、モ

チ性大麦新品種「キラリモチ」およびパン用小麦有望系統「中国１６１号」についてそれぞれ担当研究職員から研究

成果の紹介を行った。また、上記以外の研究成果についても各担当研究領域長から紹介を行った。

　その後、研究成果の普及・実用化方策について意見交換を行い、最後に、委員から、組織のミッションを明確に掲

げ戦略を立てた広報普及を引き続き進めるべき、公設試や農業革新支援専門員など府県と近農研の連携・ネットワー

クが重要、一般の者へのわかりやすい成果の伝達、医学や栄養学など他分野との共同研究、成果を円滑に現場に普及

させる仕組みづくり、効率面からは不利な当地域の多種多様な良さをアピールすべき、生産者を応援団として活用す

べき等の講評が行われた。

３．研究成果の普及
１）連携普及計画

　農研機構の第 3期における産学官連携、広報、普及活動については、これらを一体的に推進し実施する体制を整

備するとともに、実用化に向けた産学官連携研究、成果の活用による事業化・普及のためのマッチング活動、国民と

の双方向コミュニケーション確保の取組、多様な手法を用いた研究成果の効果的広報等について計画を策定して重点

的に取り組むため、各研究所等において連携・普及計画を毎年度作成し、これらの取組を推進し実施する体制を着実

に整備することとしている。

　近畿中国四国農業研究センターの平成 24年度の連携・普及計画では、所として重点的に取り組む事項として、高

糖分飼料イネ「たちすずか」、大豆新品種「はつさやか」・「あきまろ」、「放牧仕上げ熟ビーフ」および大麦「キラリモチ」

の普及を掲げるとともに、①実用化を目的とした共同研究、②現地実証試験、③マッチング、④ニーズ把握、⑤現場

活動、⑥国民理解促進のための情報発信の 6項目についての取組事項を記載した。

２）地域マッチングフォーラム

ア　近畿地域マッチングフォーラム

　平成 24年 11 月 13 日に、京都府京都市のキャンパスプラザ京都を会場として、「特徴のある和牛肉を消費者へ　

－国内の飼料資源を活用して－」と題して開催し、研究機関 53名、企業その他 18名など、全体で 113 名の参加が

あった。

　本フォーラムでは、近畿農政局から自給飼料をめぐる最近の情勢について、京都府農林水産技術センターから京都

府における飼料米増産と肉用牛等生産の取り組みについて、滋賀県畜産技術センターから近江牛への飼料用米給与試

験について、近畿中国四国農業研究センターから遊休農地で生産した「放牧仕上げ熟ビーフ」の特徴と美味しさ、お

よび自給飼料基盤を活用した肉用牛飼養システムの開発の 2題、田中畜産から「但馬敬産牛肉」生産および販売の

取り組みについて、木下牧場から粗飼料の生産を組み入れた繁殖肥育一貫経営における近江牛生産の取り組みについ

て講演を行い、続いてパネルディスカッションを行った。

　翌日は、滋賀県近江八幡市の木下牧場で現地検討会を行った。
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Ⅰ　主な動向と経過

イ　中国四国地域マッチングフォーラム

　平成 24年 9月 6日に、島根県松江市の松江テルサを会場として、「鉄コーティング種子を利用した水稲の直播技術」

をテーマに開催し、行政機関 20名、研究機関 35名、生産者団体・個人 31名など、全体で 155 名の参加があった。

　本フォーラムでは、（株）クボタから水稲鉄コーティング点播栽培技術の普及と今後の技術開発の展望について、

JA 全農から鉄コーティング湛水直播の JA 全農での実証と将来像について、JA いずもから水稲鉄コーティング種子

大量製造機の運用について、おかやま酪農協同組合から中山間地域における鉄コーティング種子の大量製造と栽培の

現状について、岡山大学から乾田直播地帯における鉄コーティング種子の活用について、島根県農業技術センターか

ら湿田地帯における鉄コーティング種子を活用した無代かき表面播種技術について、広島県農業技術センターから鉄

コーティング直播における病害虫の実態解明と水管理による耕種的防除技術について、近畿中国四国農業研究セン

ターから環境に配慮した省力安定栽培のための鉄コーティング直播導入指針について講演を行い、その後、ポスター

発表とパネルディスカッションを行った。

　また、翌日は、JAいずも荒茅東営農組合圃場、島根県農林技術センター試験圃場および JAいずも育苗センターで

現地検討会を行った。

３）農研機構シンポジウム

ア　国際シンポジウム

　平成 24年 12 月 11 日および 12日に、岡山県岡山市の岡山コンベンションセンターで、「地域発低コスト・省エ

ネをめざした施設園芸イノベーションシンポジウム」をテーマとして開催し、全体で 208 名の参加があった。

　本シンポジウムでは、わが国における省エネを中心とした環境制御技術の現状と展望についての東海大学からの基

調講演の後、米国アリゾナ大学、スペイン・アンダルシア州立農業研究所、および中国農業大学から招へいした講師

から、それぞれ、アメリカにおける高品質施設園芸生産の現状と展望、ヨーロッパにおける施設園芸のトレンド、お

よび中国の最新の施設園芸事情について、招へい講演が行われた。続いて、一般講演として、近畿中国四国農業研究

センターから高保温性で低コスト・高強度な次世代型パイプハウスの開発について講演が行われた。2日目は、特別

講演として、農村工学研究所から自然災害による園芸施設の被害と対策について、野菜茶業研究所から農研機構にお

ける植物工場実証の取組について、一般講演として、岐阜大学から中小規模施設向け簡易型パッドアンドファン冷房

の開発について、（株）佐藤産業から世界に学ぶグリーンハウスの考え方について、山口県農林総合技術センターお

よび近畿中国四国農業研究センターから中山間地域における新たなトマト生産システムの提案について講演が行わ

れ、最後にパネルディスカッションを行った。また、昼食時間帯を利用してポスターセッションが行われた。

イ　国内シンポジウム

　平成 24年 10 月 24 日および 25日に、京都府京都市のキャンパスプラザ京都で、「イチゴの安定生産技術と新品

種育成の最前線」をテーマとして開催し、全体で 177 名の参加があった。

　本シンポジウムでは、第 1部「イチゴの安定生産をもたらす革新技術」として、近畿中国四国農業研究センター

および兵庫県農林水産技術総合研究センターから気化熱を利用した培地冷却技術について、岡山大学および奈良県農

業総合センターから間欠冷蔵処理技術について、九州沖縄農業研究センターからイチゴのクラウン温度制御技術につ

いて、東北農業研究センターから東北地方における一季成り性品種または四季成り性品種を用いた夏秋期栽培技術の

研究についてそれぞれ講演があった。2日目は、第 2部「農研機構で育成した新品種」として、九州沖縄農業研究セ

ンターから生産者・消費者ニーズにマッチした新品種について、野菜茶業研究所から香りに特徴のある新品種「桃薫」

について、東北農業研究センターから東北地方の気候に適した四季成り性および一季成り性品種についてそれぞれ講

演が行われた。最後に、第 3部として、総合討論・意見交換が行われた。

４）食と農のサイエンスカフェ in ふくやま

　第 3期においては、国民との双方向的コミュニケーションの強化が広報普及活動のひとつの柱となっており、近

畿中国四国農業研究センターでは、平成 24年度から新たに、研究者と一般市民との率直な意見交換が可能なサイエ
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Ⅰ　主な動向と経過

ンス・カフェ形式の公開講座を開催した。

　平成 24年度は 8月 25 日、10 月 13 日、12 月 15 日、2月 23 日の４回、広島県福山市のゲストハウスウエディ

ングアルセ内カフェアルセにおいて開催し、４回の合計で一般市民 74名の参加があった。
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Ⅱ　組織の概要

１．企画管理部
　企画管理部は、近畿中国四国農業研究センターの実施する試験研究の総合的な企画・調整・評価、研究予算の配分、

庶務、会計、情報システムの管理等、研究活動を支える企画管理業務を担当する。また、試験研究推進会議の開催、

共同研究の推進、オープンラボの利用促進等を通じた他研究機関や行政部局等との連携・交流、研究成果の普及・広

報など、研究センターの総合窓口としての役割を担う。

２．営農・環境研究領域【福山】
　営農・環境研究領域では、管内に多い中山間地域の地域農業振興方策の解明、管内に広く存在する中小規模水田を

対象とした省力作業技術の開発と体系化および生産効率化のための情報利用技術の開発、瀬戸内海沿岸地域における

環境負荷評価手法の開発を行う。　

○地域農業活性化の核となる農産物直売所の活動を起点として、地元農産物の販売や消費者との交流によって地域農

業を６次産業化し、小規模農家も利益を確保できるビジネスモデルを提案する。

○中小規模水田作の生産コスト低減に向け、麦・大豆の簡易耕による省力安定栽培技術、牧場調製型の飼料用稲収穫・

調製システム、携帯情報端末を用いた情報記録システム等を開発する。

○琵琶湖や瀬戸内海等の閉鎖的水系が多いことから、農業由来の環境負荷を軽減する技術の改良と技術導入時の環境

影響評価手法の開発、水質予測モデルの汎用化等を行う。

３．水田作研究領域【福山】
　水田作研究領域では、多様性に富む近畿中国四国地域の気候的・土地的条件に適合し、かつその条件を最大限活用

する水田作物の生産技術の開発を行う。

○新品種開発については、良食味の主食用品種や多収で飼料栄養価に優れた飼料用品種、米粉パン用品種など多様な

ニーズに応えることのできる水稲品種育成に取り組むとともに、自給率向上に資する国産小麦の増産を目指し、パン

用の小麦品種や日本めん用の小麦品種の育成に取り組む。

○近年進行しつつある地球温暖化の中においても、高温条件を克服し逆に利用しうるような水稲など作物の低コスト

安定多収生産技術の開発に取り組む。

○地下水位制御システム等新技術の活用方法を明らかにしつつ、水稲、麦類、大豆など水田作物の合理的輪作体系開

発に取り組む。

○消費者・生産者の双方に受け入れられる環境負荷が少ない生産技術として、天敵生物の改良・育成などこれまでに

ない新たな生物利用等による環境保全型生産技術の開発に取り組む。

４．作物機能開発研究領域【仙遊】
　作物機能開発研究領域では、近畿中国四国地域における水田輪作システムを確立し、農産物の需要拡大とブランド

化を支援するため、裸麦や大豆品種の育成、農作物の健康機能性の解明と有効利用技術の開発を行う。

○大麦（特に裸麦）は増産を強く要望されているため、生産拡大・安定供給につながる収益性が高い品種を育成する

必要があります。味噌や麦ご飯用に適し、多収で硝子率・欠損粒率が低い品種を育成する。また、食物繊維 ( β - グ

ルカン ) 含有量が多く、付加価値が高い新規用途向けの品種を育成する。

○自給率向上や安心・安全な国産大豆の安定供給のため、新品種の育成が重要です。DNAマーカーなどを利用して

重要病虫害抵抗性、難裂莢性などを基幹品種へ導入し、温暖地に適した安定多収・良品質大豆品種を育成する。

○筋肉・肝臓における脂質代謝機能を強化する機能性成分や大麦に含まれる消化管機能を調節する機能性成分を明ら

かにする。また、免疫調節作用・アンチエイジング効果を持つ農作物成分、小麦ふすま由来血圧降下ペプチドの商品

化を目指し、その肝機能改善効果を明らかにする。

Ⅱ　組織の概要
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Ⅱ　組織の概要

５．傾斜地園芸研究領域【生野】

傾斜地園芸研究領域では、管内に多い傾斜地の特性を活かした、新たな施設園芸生産技術やカンキツブランド化支援

のための栽培技術の開発を行う。

○傾斜地における野菜生産では、日本型日光温室等の活用による高収益・安定生産施設園芸技術の開発に重点的に取

り組むとともに、分子生物学的手法による新形質花きの開発に取り組む。

○カンキツ生産では、省力的に早期成園化を図り、正品果率を向上させて高収益型カンキツ生産体系の確立を図るた

めの技術システムの開発に取り組むとともに、「団地型マルドリ方式」を提案し、普及に取り組む。

○施設園芸・カンキツ経営における多角化ビジネスモデルを提案する。

６．環境保全型野菜研究領域【綾部】
環境保全型野菜研究領域では、化学農薬の使用量を減らして持続的・安定的な環境保全的野菜生産を行うために

必要な、土壌病害虫の診断技術の開発や、病虫害抑制および生長制御に有効な耕種的技術の開発を行う。

○線虫や糸状菌等による野菜の被害について、メタゲノムを用いた高感度定量法の開発や、要防除水準の作成を行い、

これらに基づいた病虫害リスクの予測・診断技術を開発する。

○これまで廃棄されていた抗菌物質が含まれる地域未利用資源を活用し、より低コストで効果的な環境保全型の土壌

還元消毒技術を開発する。

○ホウレンソウやイチゴにおいて収量や品質の向上、病害虫防除を可能とする、新規の光質選択性被覆資材や照明技

術、遮光栽培法を含めた実用的な光環境制御技術を開発する。

７．畜産草地・鳥獣害研究領域【大田】
畜産草地・鳥獣害研究領域では、中山間地が多い近畿中国四国地域において、地域の飼料資源を活用した黒毛和

種の生産技術および近年深刻な鳥獣害への対策の研究を行う。

○輸入飼料依存を脱却し、自給飼料基盤を充実させた畜産を展開するためには、水田、野草地そして増加著しい耕作

放棄地などを活用する必要がある。そこで、近年、開発された新品種飼料稲や野草地放牧などの地域の自給飼料資源

を活用した黒毛和種の繁殖から肥育までの新生産技術の開発に取り組む。

○全国的に鳥獣害被害は深刻さを増しているが、従来の駆除や防護柵では防止効果は小さいため、イノシシ、ハクビ

シン、サルなど野生動物の行動解析をもとに、より省力的で効果の高い侵入防止技術の開発に取り組む。また、これ

らの成果をもとに地域の住民が主体的に取り組める鳥獣害被害対策プログラムを提案する。

８．研究支援センター
　研究支援センターは試験研究活動の円滑な進行を支えるため、試験圃場・施設の管理、作物・動物の栽培と飼育に

取り組んでいる。多様な近畿中国四国地域の立地条件を反映し、試験圃場は平坦な水田や畑地だけでなく地域特有の

傾斜地圃場（畑地・樹園地・草地・放牧地）、ビニールハウスなど様々な種類に及ぶ。扱う作物も水稲や大豆・麦類

等の普通作物、牧草・飼料作物、野菜など園芸作物、かんきつ等果樹類まで多様です。動物に関しては家畜である肉

用牛のほか、近年は獣害を引き起こすイノシシ等野生動物についても飼育している。これら管理・栽培・飼育業務全

般について、福山・綾部（業務 1科）、善通寺（業務 2科）、大田（業務 3科）の 4研究拠点を 3つの科で担当して

いる。また現地実証試験など場外での試験活動にも対応するとともに、新技術のいち早い会得と実地展開を通じて、

開発技術の農家への速やかな技術移転の一翼を担う。
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Ⅲ　研究の実施状況

・領域名：営農・環境研究領域

・研究グループ名：農業経営研究グループ

・研究担当者：室岡順一、坂本英美、尾島一史、渡部博明、吉田晋一

・研究活動の概要

　本研究グループでは、①農産物直売所を核とした地域農業多角化ビジネスモデルの策定、②経営部門別新技術およ

び技術体系の経営的評価と普及手法の提示、③農業経営および地域農業の動向解析にもとづく技術開発方向の提示、

④高付加価値商品のための農産物購買・消費行動データ収集・分析システムの開発に取り組んだ。①では、直売所で

の切り花需要は休日や物日など特定日へ集中する傾向があるので、品種選択と蕾長入力によって、ユリ切り花の開花

日を予測するソフトウェアを開発した。このソフトウェアは、特定日に開花させたい目標本数や室温などを入力すれ

ば、目標に沿って室内で開花させる処理も導出できる。②では、土地利用率の向上には転作物である麦・大豆の増産

が重要となるので、中国地方で畑期間を４～６年で水田輪作体系を行っている岡山県の農事組合法人を対象に、この

ような作付体系へ移行した収益面の要因、栽培技術面の条件を分析した。その結果、移行要因は米価下落と転作奨励

金の増加にあること、栽培技術条件は繁忙期に７つの作業の組作業を可能とする労働力が存在することを明らかにし

た。なお、③については「主な研究成果」を参照。④では、直売所での切り花販売は、休日と平日で品目ごとに残品

や欠品が多く発生する場合があるので、需要量に合わせた出荷を促すため、日内・週間・年間の需要量を予測するソ

フトウェアを開発した。このソフトウェアは、直売所のスタッフが需要量の目安を出荷者に提供するツールとして利

用できる。

・主な研究成果

世界農林業センサスの個票を組替集計し、近畿・中国・四国地方において土地利用型の大規模経営が存在する地域

と存在しない地域とを比較した。その結果、大規模経営が存在する地域では、存在しない地域と比べて、販売農家の

離農率と総農家数の減少率が高いが、経営耕地面積の減少率と耕作放棄地率は低い。このことは、離農農家の農地を

大規模経営が引き受けることで、地域内の農地面積の減少が抑制されるなどの効果が期待できることを明らかにした。

・広報・普及・産学官連携活動

平成 24 年 11 月に東京ビックサイトで開催された「アグリビジネス創出フェア」において、ユリ切り花の開花日予測・

処理導出ソフトウェアおよび直売所における切り花需要量の予測ソフトウェアを出展した。また、平成 25 年２月に

開催された推進会議本会議の重要検討課題で「６次産業化に資する試験研究機関の役割」について話題提供を行った。

・その他

地域農林経済学会で「直売所切り花売場における消費者行動の分析」について発表したところ、個別報告優秀賞を

受賞した（吉田晋一）。

・領域名：営農・環境研究領域

・研究グループ名：機械作業・情報研究グループ

・研究担当者：奥野林太郎、高橋英博、窪田潤、高橋仁康、寺元郁博

・研究活動の概要

本研究グループでは、①中小規模水田輪作体系の確立、②牧場調製型収穫システムの開発、③通信制御の共通化

技術の開発、④生産現場における簡易データ収集・統合管理システムの開発に取り組んだ。①では、条間 30cm・

60cm の栽植様式で大豆生育期に非選択性除草剤の畦間・株間散布処理を行い、残草低減の効果が土壌処理剤、非

選択性除草剤の順に高くなる傾向を確認した。また、32bit マイコンボードを使用し、市販ブロードキャスタに対し

ISO11783 準拠の VT( 仮想端末 ) からシャッタ開度操作が可能な作業機 ECU（電子制御装置）を試作した。②では、

収穫機３号機（コーン兼用型）のワゴン容量の拡張、収穫機４号機の試作を行い、長稈飼料用稲、デントコーンを対

象とした４回の牧場調製型収穫システムの現地収穫試験を実施した。鳥取市の試験ではダンプ作業等を含めたトラッ

ク 1 台の 1 往復時間は平均で 22.3 分、平均運搬量は 504kg となった。③では、市販の施肥播種機をロボット用と

して改造し、中央農研で開発した NARO CAN BOARD を用い、ISO11783 に準ずる車両内ネットワークを通じ施用量
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Ⅲ　研究の実施状況

の設定、動作の開始・停止を操作できる作業機 ECU を試作した。④では、Android 上で動作するカスタマイズ可能

な現場作業情報入力ツールの試作を行った。また、2010 年農林業センサスデータ、解析雨量データ等から１km メッ

シュデータを作成し、水収支・環境負荷モデル用のデータを整備した。また、地域の標準体系と地域資源活用型農地

管理技術の導入体系の生産コストの算出より主な相違点を整理し、水質保全と温暖化を貨幣価値に換算する方法、総

合評価を行う手法を検討した。

・主な研究成果

携帯端末等で GIS( 地理情報システム ) の空間情報と重ね合わせて表示可能な、日本全国の地図を配信する基盤地

図情報 WMS(Web Map Service）配信サービスを開発した。これは国際標準規格に準拠し、一般的な GIS や Web ア

プリケーションで利用できる。

・広報・普及・産学官連携活動

平成 24 年６月に、Geo アクティビティフェスタにおいて「基盤地図情報 WMS 配信サービス」の出展、平成 24

年 10 月に、アグリビジネス創出フェアに国際規格において「農業機械の通信・制御ネットワーク」の出展を行った。

また、東広島市での帰化アサガオ類の除草に関する協力要請に対応した。

・領域名：営農・環境研究領域

・研究グループ名：農地・水環境研究グループ

・研究担当者：松森堅治、石岡厳、志村もと子、望月秀俊、渡邊修一

・研究活動の概要

本年度は、①農地からの環境負荷物質を低減する技術の開発、②負荷低減対策技術の導入効果の予測が可能な環境

負荷物質動態モデルの構築、③水系における環境負荷リスクの評価、④地下水位制御システム圃場における土壌中の

水分・養分の動態解明、⑤還元消毒時の土壌環境変化と消毒効果の関係の解明に取り組んだ。①では、塩類濃度の高

い牛ふん堆肥の灰化、洗浄によりカリウムとリン酸を効率的に分離する方法を明らかにし、日射制御型拍動灌水シス

テムについて肥料成分の吸収に及ぼす根群機能についての知見を得るとともに、傾斜地でも利用できるように改良し

た。②では、根釧（草地飼料作）、秋田（水稲作）、東三河（露地野菜作）の３地域と作目でも一定の精度で予測でき

るようにモデルを改良するとともに、流域の土地利用面積率の変化に伴い変化する負荷量を Web Browser 上で可視

化するプログラムを作成した。③では、簡易 LCA ソフトを利用して草地飼料作、水稲作、露地野菜作の環境影響評

価に必要なインベントリデータが収集された。④では、地下水位制御システム の補助孔（弾丸暗渠）による排水性

を明らかにした。⑤では、還元消毒時にバリアスターを使用すると、一般のポリマルチに比べ一酸化二窒素放出量を

低減できることを明らかにした。

・主な研究成果

平坦地形での利用に限定される日射制御型拍動灌水システムを高低差のある園地でも適用可能とした成果をとりま

とめて普及成果情報とした。５ｍ以上の水頭圧の得られる場所において、圧力調節機能と水垂れ防止機能を持つボタ

ンドリッパーを利用して、灌水量の変動幅を 10％程度に抑えることができる。また、塩類濃度の高い牛ふん堆肥を

800℃で灰化後に水で洗浄することによりリン酸を失うことなくカリウム濃度を半減でき、さらに炭酸水素ナトリウ

ム溶液で抽出することにより、効率的にリン酸を回収できることを明らかにした。

・広報・普及・産学官連携活動

平成 24 年 12 月に熊本県で畜産農家を対象にした家畜ふん堆肥中の肥料成分および施肥設計システムに関する講

演を行った。平成 24 年 12 月に広島県東部農業技術指導所の依頼により福山市イチジク出荷組合講習会で拍動灌水

装置を紹介した。

・その他

平成 24 年９月に望月秀俊らが「コンペネで水稲の苗立ちを予測する　－新たな分類指標の策定：岡山県南部乾田

直播少量播種圃場の場合－」に関する研究で土壌物理学会学会賞（優秀ポスター賞）を受賞した。

・領域名：水田作研究領域
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Ⅲ　研究の実施状況

・研究グループ名：水稲育種研究グループ

・研究担当者：石井卓朗、出田収、中込弘二　

・研究活動の概要

本研究グループでは、本年度、①低コスト栽培に適した主食用水稲品種の育成、②加工向け多収水稲品種育成、③

飼料用水稲品種の育成に取り組んだ。①では、高温耐性に優れる良食味多収系統「中国 201 号」、表面はやや硬いが

全粒は柔らかいという炊飯物性をもつ良食味多収系統「中国 200 号」を育成し、品種登録出願をすることとした。

高温耐性系統 ｢中国 201 号｣ は、平成 25 年度に広島県穀物改良協会が行う大規模実証試験に供試される予定となっ

ており、広島県での普及が期待される。②では、高アミロース性の多収系統「中国 215 号」を育成した。本系統は

米粉麺としての加工利用が期待される。また、米粉パン用として粉質系統の選抜を引き続き行った。さらに、広島県

立総合技術研究所、JA 全農ひろしま、広島県酒造協同組合と酒米の共同育成を開始した。③では、飼料米用として

の多収品種の育成を進めるとともに、稲発酵粗飼料用品種 ｢たちすずか｣ を農林認定品種（水稲農林 444 号）とし

て登録を行った。

・主な研究成果

高温登熟耐性に優れた中生（ヒノヒカリ）熟期の新品種候補系統「中国 201 号」を育成した。「中国 201 号」は、

｢ヒノヒカリ｣ よりも約 10％多収、｢ヒノヒカリ｣ 並の良食味、｢ヒノヒカリ｣ よりも表面がやや硬く粘りのある食感、

縞葉枯病抵抗性、｢ヒノヒカリ｣ よりもいもち病に強いという特性を有する系統である。平成 25 年度に広島県内で

数十 ha の作付けが予定されている。

・広報・普及・産学官連携活動

平成 24 年 11 月に開催されたアグリビジネス創出フェア、平成 25 年 1 月の山口県飼料米推進大会、平成 25 年 2

月のサイエンスカフェ等で、稲発酵粗飼料用品種「たちすずか」を始め、当研究グループで育成した品種を積極的に

広報した。11 月に行われたプレスリリースでは、新品種「たちあやか」「はいごころ」の紹介を行った。また、当センター

に見学に訪れる生産者や普及関係者に低アミロース米品種「姫ごのみ」や高温登熟耐性系統「中国 201 号」等の有

望品種・系統の紹介を行った。

・領域名　水田作研究領域

・研究グループ名　小麦育種研究グループ

・研究担当者　高田兼則、池田達哉、船附稚子、谷中美貴子

・研究活動の概要

本研究グループでは、本年度、①コムギ品種系統の開発、② DNA マーカーの開発・利用による素材開発、③品質

向上技術の開発に取り組んだ。①では、製パン性に優れ多収のコムギ新品種「せときらら」（中国 161 号）を育成した。

本品種は温暖地でのパン用小麦の作付拡大への貢献が期待される。また、有望系統として、秋播型日本めん用系統「中

国 163 号」、アミロース含量が通常の 60％である硬質系統「中国 164 号」、日本めん用でカドミウム低蓄積性系統「中

国 165 号」、秋播型パン用系統「農研小麦 1 号」を開発した。②では、日本で栽培可能なデュラムコムギを開発する

ため、６倍体の普通系コムギから４倍体のデュラムコムギに使用できる穂発芽抵抗性、赤かび病抵抗性の DNA マー

カーを確認し素材開発を進めた。また、子実へのカドミウム蓄積性に関し、カドミウム低蓄積性に関する遺伝解析と

素材開発を行い、デュラムコムギの子実カドミウムに関する DNA マーカーが普通系コムギでは利用できないことが

明らかになった。これらの知見は新規の需要の創出や効果的な選抜方法の開発への貢献が期待される。③では、輸入

コムギ銘柄やコムギ 358 品種の高分子量および低分子量グルテニン・サブユニットの遺伝子型を同定した。その結果、

遺伝子型の分析が輸入コムギ銘柄の年次やロット間の品質評価に利用できることが示唆された。また、クラブコムギ

と農林登録品種の中に新しい遺伝子型を見出した。さらに Glu-D1 遺伝子型 を判別する新たな DNA マーカーを開発

した。これらは、高品質なコムギ品種の育成への利用が期待される。

・主な研究成果

赤かび病や穂発芽に強く多収で製パン性に優れるパン用コムギ新品種「せときらら」を品種登録出願した。「せと

きらら」は山口県では奨励品種候補として７ha、佐賀県でも有望品種として３ha で現地試作を実施している。

・広報・普及・産学官連携活動
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Ⅲ　研究の実施状況

山口県農林総合技術センターと連携して有望系統の現地試験、施肥試験および品質分析を行い、「せときらら」を

奨励品種候補として選定した。第 4 回グルテン研究会や日本穀物科学研究会と AACC International 日本支部の共催

の講演会で品質関連遺伝子の解析や品種開発についての講演を行うなど、製粉会社や加工メーカーなどの実需者との

情報交換を積極的に行った。シーズ・ニーズ研究について実需者等と協定研究や共同研究を実施している。

・領域名：水田作研究領域

・研究グループ名：栽培管理研究グループ

・研究担当者：長田健二、黒瀬義孝、佐藤恵一、千葉雅大、小林英和

・研究活動の概要

本研究グループでは、本年度、①水稲収量・品質の変動要因の生理・遺伝学的解明と安定多収素材の開発、②栽

培・生体情報に基づいた高品質カンキツ生産技術の開発、③かび毒産生病害からの食品安全性確保技術の開発、④気

候変動下における水稲の高温障害対策技術の開発に取り組んだ。①では、水稲穎果の胚乳組織における細胞死の進行

を、タンパク質分解酵素 VEIDase 活性や FDA（fluorescein diacetate）蛍光を指標として捉えられることを明らかに

した。②では、カンキツ用の簡易土壌水分計を試作し、これをカンキツ園地で使用した。従来の土壌水分計は土壌が

乾燥しすぎて測定できなくなったが、簡易土壌水分計は土壌の乾燥程度を測定できることを確認した。③では、大麦

2 品種について出穂期を 4 日程度の誤差で予測できる発育予測モデルを作成するとともに、赤かび病に感染した小麦

は雨に濡れなくても収穫が遅れるだけでかび毒が蓄積することを示した。④では、霧発生域に位置する 1km メッシュ

の気温推定精度を改善する改良型平年差距離重み付け気温推定方法を開発した。また、温風導入型オープントップチャ

ンバーを用いて、温暖地水稲における高温障害対策技術の効果を評価できる可能性を示した。

・主な研究成果

高温障害による水稲の収量および品質の低下を軽減する対策技術の開発に向け、高温による胴割れ率上昇の程度に

大きな品種間差があることを明らかにした。特に「塩選 203 号」は高温登熟条件でも胴割れの発生が少なく、胴割

れ耐性が高いことが判明した。本成果は高温耐性の品種育成や生理メカニズム解明を進めるうえで、材料選択の重要

な情報として活用できる。

・広報・普及・産学官連携活動

当グループの水稲栽培試験で達成している単収 1t レベルの高い収量性が注目され、平成 24 年 4 月に新聞記事で

紹介された。平成 24 年 11 月に開催された「しまなみカンキツフェスタ」では簡易土壌水分計を出展した。また、

水稲栽培に関する技術相談や、高温障害、深水栽培等に関する講演を通じて、生産者や普及関係者にこれまでに得ら

れた研究成果を紹介した。

・その他

・佐藤主研：学位取得「中山間・傾斜地域における日照環境評価手法の高度化」、博士（農学）、平成 25 年 3 月、

広島大学

・千葉主研：第 10 回（2013 年）日本作物学会論文賞「深水栽培による米粒外観品質向上要因の解析」

・領域名：水田作研究領域

・研究グループ名：輪作体系研究グループ

・研究担当者：岡部昭典、石川直幸、橘雅明、伏見昭秀、竹田博之、藤本寛、森伸介

・研究活動の概要　

本グループでは、本年度、①地下水位制御システムを利用した安定多収栽培技術の開発、②水稲直播・麦・大豆の

省力・低コスト栽培管理技術の開発、③中小規模水田における高生産性輪作体系の現地実証と経済性評価に取り組ん

だ。①では、所内の地下水位制御システム (FOEAS) 圃場において水稲、麦、大豆の輪作体系を構築し、水稲の節水

栽培で 842kg/10a、小麦の無灌漑栽培で 794kg/10a、大豆の狭畦密植栽培で 495kg/10a の収量を確保した。②で

は、水稲乾田直播栽培用の点播播種機を改良して播種精度を高めるとともに、大豆では収量限界向上プロに参加して

早播きにおける多収品種の選定や栽植密度効果を検証した。また、畦畔法面におけるシバ被度の拡大方策や畦畔の適

切な維持管理法についても検討した。③では、世羅町に FOEAS 圃場を設置して大豆を栽培し、全刈りで 300kg/10a
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Ⅲ　研究の実施状況

近い収量を確保するとともに、局所管理を行った新品種「あきまろ」では 600kg/10a 以上の坪刈収量を得た。この

他に活性化種子を利用した鉄コーティング種子を利用することにより、直播水稲の出芽、苗立ちが早まることを実証

した。

・主な研究成果

従来の雑草畦畔では草高が１ｍを越えるものも多く、草刈りの作業性は悪く事故が絶えないが、シバ（Zoysia 

japonica）を主とする芝生畦畔では、年３回の刈取りで常に群落高は 30 ｃｍ以下であり、作業は容易であるなど省

力管理できることを実証した。また、鉄コーティング水稲湛水直播栽培で使用する活性化種子（水浸種後、乾燥処理

した種子）は、浸種後に短時間で種子内α - アミラーゼ活性と水溶性糖濃度が増加し、種子から鞘葉へ糖供給が増加

することを明らかにした。

・広報・普及・産学官連携活動

平成 24 年８月に近畿中国四国農業研究センターにおいて中国四国農政局と共催で「大豆生産等検討会」を開催し、

生産者および普及関係者等に対して話題提供を行うとともに、試験圃場を案内して地下水位制御システム等の試験実

施状況を紹介した。この他に、長野県野菜花き試験場から技術講習生を受け入れるとともに、チャレンジウィーク福

山において、男子中学生 10 名に「農村の畦畔管理を楽にするための研究」を講義した。

・その他

平成 24 年 8 月に中華人民共和国黒龍江省農業科学院の大豆関係視察団を受け入れ、所内セミナーや関係研究グルー

プとの意見交換を通じて国際交流を推進した。

・領域名：水田作研究領域

・研究グループ名：病虫害研究グループ

・研究担当者：竹原利明、宮川久義、菊地淳志、三浦一芸、大崎秀樹、富岡啓介、関口博之、世古智一、安部順一朗、

　野見山孝司

・研究活動の概要

本研究グループでは、本年度、主として、①地下水位制御システムを利用した安定多収栽培技術の開発、②水稲直

播・麦・大豆の省力・低コスト栽培管理技術の開発、③生物機能等を活用した病害防除技術の開発とその体系化、④

土着天敵等を利用した難防除害虫の安定制御技術の構築、⑤土壌病虫害診断と耕種的防除技術開発による野菜の環境

保全型生産システムの構築に取り組んだ。①では、ダイズ生育初期苗に認めた腐敗・立枯性の異常が Pythium 属菌に

よる病害であることを立証し、この病原菌種を P. myriotylum と同定した。②では、ダイズの青立ちに関し、イチモ

ンジカメムシおよびミナミアオカメムシの加害程度を明らかにした。また、ダイズの病害虫診断を簡易に行うための

ホームページを公開した。③では、キトサン類のトマト疫病および葉かび病に対する活性をポット及び施設栽培試験

で明らかにした。④では、アザミウマ類およびアブラムシ類の特異的プライマーを利用して、野外で採集されたヒメ

ハナカメムシ類の捕食履歴を調査した。また、アザミウマの有力天敵であるタイリクヒメハナカメムシを対象に、集

団の中から地域集中探索時間の長い個体を選抜できる手法を開発した。⑤では、各地の土壌を用いた発病リスクの評

価法の開発を行った。また、レタスビッグベイン病の病原ウイルスであるミラフィオリレタスビッグベインウイルス

（MLBVV）の土壌からの高感度検出法について検討した。さらに、ナス台木の利用によるトマト黄化葉巻病の感染阻

害および発症抑制の現象を明らかにした。

・主な研究成果

アブラムシの天敵として有用な、遺伝的に飛翔能力を欠くナミテントウ系統の生存率や繁殖力は、長期にわたる人

為選抜の影響によって低下しているが、系統同士を交雑させることにより回復させることができること、交雑によっ

て得られた系統は放飼後の次世代個体の発生数が多く、高いアブラムシ防除効果を発揮することを示した。また、ミ

ラフィオリレタスビッグベインウイルスを媒介するオルピディウム菌の休眠胞子に対する抗体を用い、罹病根粉末中

の休眠胞子数の計測法を開発し、これにより、接種した休眠胞子密度とビッグベイン病の発病株率との関係を解明し

た。

・広報・普及・産学官連携活動

平成 24 年 8 月 25 日に開催された第１回「食と農のサイエンスカフェ in ふくやま」において、飛ばないナミテン
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Ⅲ　研究の実施状況

トウに関する話題を提供した。また、平成 25 年 2 月 11 日にラジオ番組「エフエムゆめウェーブ」（岡山県）に出演し、

害虫の天敵の住環境を整える技術の紹介を行った。

・領域名：作物機能開発研究領域

・研究グループ名：大麦育種研究グループ

・研究担当者：吉岡藤治、高橋飛鳥

・研究活動の概要

本研究グループでは、本年度、①栽培地域の気候生態に対応した多収で加工適性に優れた大麦品種の育成、②胚乳

成分等を改変し、付加価値のある新規特性をもつ大麦品種の育成、③耐病性や出穂安定化の形質を付与した大麦多

収系統の開発に取り組んだ。①では、奨励品種決定調査に供試していた地方番号系統のうち、「四国裸 116 号」「四

国裸 118 号」「四国裸 120 号」「四国裸 128 号」を試験終了とし、もち性で多収の「四国裸糯 129 号」、縞萎縮病に

極強で硝子率が低く多収の「四国裸 130 号」を新たに配付した。②では、農水省委託プロジェクト「水田底力プロ」

の課題において、β - グルカン高含量化に関与する amo1 遺伝子を選抜するために開発した DNA マーカー「Apa0001」

が育種の初期段階での個体選抜に有効であることを示した。③では、農水省「実用技術開発事業」の課題において、

秋播型の二条裸麦系統「四国裸 124 号」の冬期の幼穂長や春先の稈の伸長パターンは凍霜害回避型であり、同系統

は中山間地向けの特性があることを確認した。

・主な研究成果

硝子率が低く精麦品質が優れる早生・多収の「四国裸 110 号」を「ハルヒメボシ」として品種登録出願し（2012

年 3 月）、6 月に出願公表されたためプレスリリースした。同品種は愛媛県内で味噌用品種「ヒノデハダカ」の代替

および「マンネンボシ」の一部代替として生産・加工面で検証するために約 11ha 作付けされた。また、「ユメサキボシ」

（2008 年度出願）と「キラリモチ」（2009 年度出願）が品種登録された。

・広報・普及・産学官連携活動

「キラリモチ」など “ もち麦 ” や “ 高β - グルカン大麦 ” および大麦粉の普及活動として、西日本食品産業展（5/16

～ 18）、ベーカリー素材 EXPO（5/24）、食のブランドニッポン（11/27）、日本栄養士会・公衆栄養活動研究会（2/16）

などで展示や試食を行った。さらに農林水産省・消費者の部屋（12/17 ～ 21）では「大麦パワーで、もっとおいし

く、もっと健康に！」と題した出展で、大麦の食材としての魅力や付加価値について広報した。また、高β - グルカ

ン大麦利用連絡会など「高β - グルカン大麦品種の育成と大麦粉利用促進の取り組み」がフードアクションニッポン

2012 で入賞を受賞した。

・領域名：作物機能開発研究領域

・研究グループ名：大豆育種研究グループ

・研究担当者：（大豆）高田吉丈、猿田正恭、（レタス）石川浩一

・研究活動の概要

本研究グループでは、①基幹品種のピンポイント改変等による優良品種の育成、②草型や栽培特性の改変による省

力超多収品種・系統の開発、③大豆の需要拡大を可能とする新規用途品種・素材の開発（以上、大豆）、④抵抗性レ

タス品種導入を基幹としたレタスビッグベイン病防除技術体系の構築、⑤弱毒ウイルスの利用を基幹とした難防除ウ

イルス技術の開発（以上、レタス）に取り組んだ。①では、大豆品種「はつさやか」と「あきまろ」の普及に向けて

現地実証栽培試験を実施し、両品種ともに栽培適性および収量性で高く評価された。また、管内地域向けの新系統と

して「四国 19 ～ 22 号」の 4 系統を新たに育成した。②では、遺伝的背景を拡大し多収品種育成を目指すため、日

本品種と米国品種の交雑後代を養成した。③では、兵庫県における大豆奨励品種決定調査現地試験においてリポキシ

ゲナーゼ欠失の「四国 10 号」が多収で、栽培適性でも問題なく、有望視された。また、高 11S 系統の「四国 16 号」

は生産年次および生産地に関わらず豆腐加工適性が安定していた。④では、千葉県、兵庫県、徳島県及び香川県にお

いて、「ウインターパワー」の地域適性の把握および抵抗性評価のために現地試験を実施し、抵抗性については「か

なり強い」ことを確認するとともに各地での栽培適期を定めた。⑤では、昨年度実施した露地栽培（愛媛県）の他、

施設栽培（抑制栽培、徳島県）において、弱毒ウイルス利用がキュウリ黄化えそ病防除技術として十分に価値のある
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Ⅲ　研究の実施状況

ことを確認した。

・主な研究成果

レタスビッグベイン病抵抗性品種「ウインターパワー」はフルアジナムフロアブル剤との併用で防除効果は増強さ

れ、激発圃場でも大玉レタスが収穫できることを明らかにした。

・広報・普及・産学官連携活動

昨年度末に品種登録出願公表になった「ウインターパワー」については、5 月 10 日に記者発表を行った他、香川

県がレタスビッグベイン病対策として実施している農林水産省の「産地収益向上新技術導入支援事業」で本品種導入

を中核技術としたことから、検討会への出席、現地試験等において支援した。

・領域名：作物機能開発研究領域

・研究グループ名：食品機能性研究グループ

・研究担当者：野方洋一、川瀬眞市朗、齋藤武、阿部大吾

・研究活動の概要

農作物に含まれる生理機能性成分の研究に関して、①筋細胞における脂質代謝促進効果のアッセイ系の構築と活性

成分のスクリーニング、②生体防御機能の低下に対する有効な食品成分のスクリーニング、③小麦ふすまの有効利用

を目指したふすまペプチドの新機能の検索、④大麦種子の抗酸化性の評価を中心に取り組んだ。①では、脂質代謝の

アッセイ系を構築し、約 250 種類の天然化合物の代謝促進活性を探索した。②では、大麦種子の有機溶媒抽出物に

自然免疫に関与するナチュラルキラー細胞を活性化する効果を見出し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー法によ

る有効成分の分離を開始し、分離条件の目処を立てた。③では、ペプチドに肝臓領域の生活習慣病の表現型である非

アルコール性脂肪性肝炎（NASH）モデルマウスの肝障害改善効果を見出した。また、ふすまペプチドの大量調製法

を検討した。④では、8 種類の大麦品種・系統の H- および L-ORAC を評価した結果、L-ORAC 値はトコフェロール

やトコトリエノール含量が高いモチ性および amo1 遺伝子をもつ大麦で高く、H-ORAC 値は紫色や黒色などの有色大

麦で高いこと、また、プロアントシアニジン欠大麦では ORAC 値が極めて低いことを明らかにした。一方、他機関

との共同試験において、L-ORAC 実験法の妥当性が確認できなかったので、試験を継続する。

・主な研究成果

筋細胞（C2C12 細胞）を用い、[3H]- パルミチン酸の代謝により発生する [3H]2O の測定に基づく脂質代謝の評価系

を構築した。食品成分は各 50 µM で添加し、24 時間培養後コントロールとの比較で代謝活性を評価した。この結果、

脂肪酸の代謝を促進する化合物としてロスマリン酸、およびデルフィニジンを見出した。今後の研究展開として、ロ

スマリン酸はシソ葉、デルフィニジンはナス果皮やアズキ種皮に含まれるので、これらの作物の抽出物を試験し、高

活性の品種を探索する。また、上記成分の脂質代謝を促進する作用機序は不明であるため、今後、関連遺伝子の発現

量変化等の解析を進める。

・広報・普及・産学官連携活動

得られた研究成果は原著論文、学会発表、シンポジウム等で公表した。③の成果は特許出願し、当成果をシーズ素

材として産学官連携の形で競争的資金に応募した。研究の一部は大学（１件）、民間企業（１件）、および公設研究機

関（１件）との共同研究により実施した。

・領域名：傾斜地園芸研究領域

・研究グループ名：傾斜地野菜生産研究グループ

・研究担当者：長崎裕司、川嶋浩樹、畔柳武司、柴田昇平、笠原賢明、松田周、杉浦誠、木下貴文、添野和雄

・研究活動の概要

本研究グループでは、本年度、中課題「温暖地施設園芸」関係では、①既存パイプハウスをダブルアーチ化する簡

易構造補強技術を開発し、実証、②開発した日本型日光温室において暖房燃料使用量の 50% 削減を達成、③低コス

ト細霧冷房システムの実用化を図るとともに、夏秋トマトの低段密植による安定増収栽培技術のマニュアル化に取

り組んだ。①では、開発したダブルアーチ化補強技術により耐風強度を 35 ～ 50m/s に高められることを実証した。

民間企業と共同開発した補強金具は平成 25 年中に市販予定である。②では、断熱性の高い布団資材と水蓄熱とを併
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Ⅲ　研究の実施状況

用することにより暖房燃料使用量の 70％削減を実証した。①、②の成果については、次世代型パイプハウス施工マ

ニュアルと実用技術 22046 成果集に取りまとめて関係機関に配布するとともに近中四農研 Web で公開した。③では、

開発した低コスト細霧冷房システムに関連して、他機関における暑熱対策技術の開発事例調査を行い、導入コストや

適用場面に応じた類型化を行うことで実用化のターゲットを明らかにできた。夏秋トマト低段密植については、栽培

体系実証を行った山口県萩市現地ハウスでの成果を取りまとめた。換気性に優れた高軒高の建設足場資材利用園芸ハ

ウス、日射量対応型自動灌水装置および隔離床栽培を導入し、単価の高い 9 ～ 10 月に高収量が得られる作型により、

2 作で 15t/10a 水準の収量を安定的に得ることができ、所得は慣行の約 2 倍となることを明らかにした。中課題「新

形質花き創出」関係では、ペチュニア等におけるオーキシン生合成阻害剤の作用機構を解析し、草姿制御の方法を明

らかにする課題に取り組んだ。

・主な研究成果

開発した布団断熱・ダブルアーチ補強パイプハウス（日本型日光温室）により、簡易構造補強技術を提示でき、暖

房燃料使用量削減については年度計画で示した削減目標の 50％を上回る 70％を実証レベルで達成した。これらは、

主要普及成果情報として取りまとめるとともに、実用技術 22046 成果集および技術マニュアルを作成し普及促進に

つなげることができた。その他、夏秋トマトの低段密植による安定増収栽培技術については、現地での栽培体系実証

を踏まえて普及成果情報として取りまとめた。

・広報・普及・産学官連携活動

12 月に岡山市で開催した農研機構国際シンポジウムを企画し、地域発施設園芸イノベーションとして海外から３

名の講師を招へいするとともに、実用技術 22046「次世代型パイプハウス」、同 22062「簡易設置型パッドアンドファ

ン」などの成果の公表を行った。また、11 月に東京ビッグサイトで開催されたアグリビジネス創出フェア 2012 に

おいて、実用技術 23043 課題の共同研究機関とイチゴ中空構造栽培槽模型展示を行った。さらに、本部広報・連携

促進費を活用して「施設園芸利用における日射追従型拍動自動灌水装置の現地実証」として、宮城県などの現地での

技術展示を拡大や、近隣の高等学校を対象とした「農業技術に関する科学技術コミュニケーションのためのアウトリー

チ活動」にも取り組んだ。

・領域名：傾斜地園芸研究領域

・研究グループ名：カンキツ生産研究グループ

・研究担当者：根角博久、井上久義、細川雅敏、中元陽一、星典宏、國賀武、田中宏明、植山秀紀、向井章恵

・研究活動の概要

本研究グループでは、本年度、カンキツ栽培における①省力・低コスト安定生産技術の開発に向けた技術開発と②

樹体情報、栽培情報の高度利用による高品質安定生産技術の研究を推進した。①では、 園内道の設計支援システムの

路線計画機能の作成、停止位置制御可能なモノレールのプロトタイプの開発、傾斜地カンキツ園の等高線方向の運搬

路整備用の小型管理機の改良、 太陽光発電を用いた雨水再利用技術の開発に関する研究を推進した。②では、 精密気

象、土壌環境データの整備技術の開発、実用的な装置開発に利用可能な生体情報の解明、新しい中晩生カンキツ類に

おける点滴かん水施肥技術を用いた高品質果実生産技術の実証研究を推進した。また、その他に、除草ロボットの開

発等のプロジェクト研究に参加するとともに、IT 融合による新社会システムの開発実証プロジェクト「スマートリー

ン農業アーキテクチャの開発と農業生産支援サービスの世界展開」を開始した。

・主な研究成果

省力・低コスト安定生産技術の開発については、灌漑用水の十分な確保が難しい傾斜地のカンキツ園において、自

動点滴かん水施肥を実現するための方法として、太陽光発電を用いた揚水システムを提案し、実証試験によりポンプ

とバッテリの劣化を抑制し低ライフサイクルコスト化を図る管理方法を策定した。また、停止位置の制御可能なモノ

レールの目標停止位置精度を向上させたプロトタイプの 2 号機を試作した。樹体の生体情報を活用したカンキツの

高品質安定生産技術の開発については、樹園地の代表的な土壌について点滴かん水時の土壌中での水の広がり方を

HYDRY-2D によるシミュレーション手法を示し、実測値と比較して活用できることを確認した。また、pF2.8 以上の

土壌の乾燥程度の指標とした簡易土壌水分計の積算値を用い、その値と「はれひめ」の糖度に相関があることを確認

した。
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Ⅲ　研究の実施状況

・広報・普及・産学官連携活動

現地実証等事業現地検討会を愛媛県今治市および越智郡上島町（岩城）で開催した。また、園芸学会小集会の一つ

として第 1 回果樹ネットワークセミナー「高品質カンキツ果実生産の機構とその制御方法を探る」で研究を紹介した。

また、しまなみカンキツフェスタに協賛するとともに、山口県と三重県で取り組んでいる「団地型マルドリ方式」に

関する農林水産省「新技術導入・支援事業」への協力を行った。

・領域名：傾斜地園芸研究領域

・研究グループ名：園芸経営研究グループ

・研究担当者：棚田光雄、齋藤仁藏、堀江達哉

・研究活動の概要

本研究グループでは、本年度、①カンキツ作の「マルドリ方式」及び施設トマト作の低段密植栽培を対象とする経

済性評価、②カンキツ産地におけるブランド化推進方策の解明、③施設野菜・カンキツ作経営におけるビジネスモデ

ルの作成に取り組んだ。

①では、「マルドリ方式」導入園における追加費用に応じて、収益向上を可能にする高品質果実出荷率を推計し、

同方式による品質改善の目標値として示した。また、トマト低段密植栽培の導入において、20t/10a の収量水準を達

成することが所得率改善のための目標になることを示した。②では、中晩柑類の新品種５つを対象に、実食による食

味評価を全国レベルで実施した結果、甘さ、酸っぱさの他に、中晩柑品種の特徴である香りや汁気（ジューシーさ）

が果実の評価に強く影響していることが認められた。③では、多角化事例の経営調査により、ビジネスモデルにおけ

る競争優位に関する項目は、経営資源の活用、市場や顧客の開拓、加工品の販売戦略等であること、カンキツ作モデ

ルでは、差別化製品のための原料調達、商品開発、多様なチャネルの販売、園地管理の各部門、及び食品メーカーや

大学との加工技術における連携が必要になることを確認した。

・主な研究成果

追加収益によって追加費用を負担する観点から、「マルドリ方式」の導入に当たって達成すべき高品質果実出荷率

の目標値（目安）を推計する方法として次の手順を示した。まず、「マルドリ方式」の導入による追加収益を品質格

差（マルドリ・慣行両栽培における高品質果実出荷率の差）、価格メリット（高品質果実とその他果実の価格差）、収

量水準の３つの要素によって算出する。そして、価格メリットと収量水準を前提とし、園地毎の追加費用に応じた追

加収益を確保するための品質格差を目標値として推計する。この品質格差を形成するための高品質果実出荷率の水準

が、それぞれの「マルドリ方式」導入園における栽培技術面での目標となる。

・広報・普及・産学官連携活動研究

水源や液肥混入機などの設備を共同利用する「団地型マルドリ方式」の普及に向けて、研修・見学対応や導入意向

をもつ産地に対する助言指導等を行った（カンキツ生産研究グループとの共同活動）。また、『「団地型マルドリ方式」

導入の手引き』を作成し、生産者・指導機関等に広く配付した。

・領域名　環境保全型野菜研究領域

・研究グループ名　生産基盤研究グループ

・研究担当者　村上弘治、伊藤陽子、須賀有子、福永亜矢子、佐藤恵利華

・研究活動の概要

本年度、①連作に関わる土壌生物相の特性評価、②土壌病虫害被害の予測・診断技術の開発、③病虫害低減技術の

開発に取り組んだ。①では、所内ホウレンソウ連作圃場および生産農家圃場において、細菌相は太陽熱処理、糸状菌

相は太陽熱処理やソルゴー栽培により変動すること、土壌化学性に問題がないにもかかわらず生育不良の場合には

PCR-DGGE 法で土壌病原菌由来のバンドがみられることを明らかにした。②では、ホウレンソウ萎凋病菌を特異的

に定量検出するためのリアルタイム定量 PCR 用プライマーを作成し、供試菌株に対する特異性および定量性を確認

した。ホウレンソウ萎凋病菌密度の上昇や高温により発病は助長され、夏作では平均地温 2.5℃程度の上昇は菌密度

が 10 倍になるのと同程度であることを明らかにした。根こぶ病簡易診断法の開発に資するため、温室・ガラス室お

よびインキュベータ試験による DRC データならびに農家圃場における根こぶ病の発病状況や収量データを収集した。
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Ⅲ　研究の実施状況

これらは土壌診断技術の開発や土壌病虫害被害の予測などに資することが期待される。③では、カラシナ等の鋤き込

み処理によって、土壌の pH、リン酸、カリウム含量が高くなる傾向がみられるとともに、糸状菌相が大きく変動し、

その影響は鋤き込み植物の種類よりも処理時期の方が大きいことを明らかにした。プランターにおけるカラシナを用

いた土壌還元消毒では 106cfu/g 乾土相当でも防除効果が認められ、その効果は３作目まで維持された。根こぶ病に

対して夏季の土壌還元消毒で発病軽減効果が得られた。これらは耕種的防除技術の開発につながることが期待される。

・主な研究成果

ホウレンソウ萎凋病菌の検出において、これまでは他の分化型との識別が困難であったが、特異的に定量検出が可

能なプライマーを作成することができた。今後、土壌抽出 DNA への適用性などを検証の上、診断法の確立が期待さ

れる。

・広報・普及・産学官連携活動

平成 24 年 11 月に京都市で第３回根こぶ病研究会を開催し、研究成果や今後の研究推進方向について報告を行い、

参加者と意見交換を行った。依頼講演、研修講師、広報誌等への寄稿などを通して土壌病虫害や土壌生物性に関する

研究成果の広報に努めた。また、線虫害メタゲノム診断や野菜品質に関わる協定研究に着手した。近隣大学や民間企

業の技術相談および試験研究に協力した。

・領域名：環境保全型野菜研究領域

・研究グループ名：野菜生産研究グループ

・研究担当者：生駒泰基、村上健二、吉田祐子、山崎敬亮

・研究活動の概要

本研究グループでは、本年度、①野菜の生育促進、高品質化に有効な光質制御資材の開発や遮光技術の開発、②小

型ハウスに適用できる簡易設置型パッドアンドファン（PF）冷房技術の開発に取り組んだ。①では、紫外線を生育

促進に有効な赤色光に変換する光質変換新フィルム資材下で生育させたホウレンソウ、葉ネギは、いずれの作期にお

いても透明 PO 資材下より新鮮重が安定して大きい傾向を示した。未使用資材の日射透過特性は、４月の展張開始時

には光合成有効放射（PAR） に占める R：G：B の比率は 46：33：21%、屋外日射に対する PAR 透過率は 70％程度

であったが、12 月には R：G：B 比率は 43：34：23％、PAR 透過率は 68％であり、８ヶ月間の展張により日射透

過特性の変性が確認された。夏作ホウレンソウの高品質・安定生産を目的とした遮光制御栽培技術について、京都府

京丹波町における現地試験においてその効果を検証した（「主な研究成果」参照）。②では、トマトに対し、加湿冷気

による葉の萎れ抑制と気孔開度維持による光合成低下の緩和が、果実品質を改善することを明らかにした。また、ホ

ウレンソウでは、PF 冷房を行うことで遮光栽培よりも良好な生育を示す可能性が示唆された。

・主な研究成果

夏作ホウレンソウの高品質・安定栽培を目的とした遮光制御栽培技術（収穫７～ 10 日前、草丈約 20cm の時に遮

光を除去し、晴天が２日続いた翌朝に収穫）では、収穫時まで遮光を継続する慣行栽培と比較して、硝酸含量は減少

し、株重、葉色およびアスコルビン酸含量は向上し、草丈も徒長を抑え出荷適正サイズで収穫が可能となった。

・広報・普及・産学官連携活動

平成 24 年 10 月 24 ～ 25 日に平成 24 年度農研機構シンポジウム「イチゴの安定生産技術と新品種育成の最前線」（於

京都市）を、企画し主催した。平成 24 年 11 月 28 日開催の「食のブランド・ニッポン 2012」に、食材（赤色光で

すくすく育ったほうれんそう）を提供した。

・領域名：畜産草地・鳥獣害研究領域

・研究グループ名：黒毛和種放牧飼料研究グループ

・研究担当者：山本直幸、高橋佳孝、大谷一郎、大島一修、柴田昌宏、松本和典、小島孝敏、堤道生

・研究活動の概要

本研究グループでは、本年度、①牧草等の自給飼料の特性に基づく草地管理技術の開発、②肉用繁殖牛の栄養動態・

繁殖性に基づく飼養管理技術の開発、③自給飼料資源を活用した牛肉の評価・生産技術の開発、④牛の発情微弱化要

因の解明に基づく発情発現明瞭化方策の開発、⑤妊娠維持機構の解明に基づく妊娠モニタリング指標の策定に取り組
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Ⅲ　研究の実施状況

んだ。①では、放牧期間延長技術の検討から、植生の経年変化や栄養成分、放牧牛の血中成分動態をもとに、初冬季

以降のススキ優占草地において補助飼料無給与で延べ 86 ～ 110 頭 /ha の牧養力が見込めること、ススキ草地造成

には水分条件により播種法、移植法を選択することで良好な定着が見込まれること、ライフサイクルアセスメント手

法（LCA）による肉用牛繁殖システムの環境影響評価から、冬季に野草地放牧を行う広域連携周年放牧が最も環境影

響が小さいことを明らかにした。②では、繁殖性に影響する形質評価から、ボディマス指標と空胎期間に負の相関が

推定され、空胎期間の長い個体は酸化ストレスを受けている可能性が示唆されること、末梢白血球における抗酸化能

と繁殖性との関連性評価から、抗酸化関連遺伝子群の発現動態は飼養環境により変動する可能性のあること、母牛の

子育て能力評価法の検討から、泌乳ホルモン制御遺伝子の変異同定法を確立し、変異型を持つ母牛の子牛発育性が優

れることを明らかにした。③では、「放牧仕上げ熟ビーフ」のイベント出展により、アンケート調査、外食・加工業

者等と調理・加工法の検討を進めるとともに、去勢牛の放牧と「たちすずか」WCS 舎飼給与を組み合わせた肥育技

術の検討から、WCS 給与期間に代償性成長が示唆されることを明らかにした。④では、効率的な発情誘起技術の開

発について、⑤では、早期妊娠モニタリングの指標となる遺伝子の探索を進めている。

・主な研究成果

晩秋季以降の放牧期間延長を可能とする草地管理技術について、ススキ草地で初冬季以降は２頭 /ha の放牧強度に

より８週間の放牧が可能であり、補助飼料無給与条件で延べ 86 ～ 110 頭 /ha の牧養力が見込めること、LCA によ

り中国地域のすべての舎飼肉用種繁殖牛に広域連携周年放牧を導入すると 2,585t-CO2 の削減が見込まれることを明

らかにした。

・広報・普及・産学官連携活動

「放牧仕上げ熟ビーフ」（登録第 5519225）、「熟ビーフ」（登録第 5525060）を平成 24 年９月に商標登録すると

ともに、平成 24 年９月開催のフードテック 2012 ではプレゼンテーションと試食展示を、平成 24 年 11 月開催の

食のブランド・ニッポン 2012 では試食展示を行い、消費者・実儒者等への生産背景（コンセプト）、肉質の機能性

成分における特徴を紹介した。平成 25 年２月に成果集「広域連携周年放牧を支援する技術・成果」を刊行した。また、

高糖分飼料イネ「たちすずか」普及連絡会を設置し、「たちすずか」の生産と利用の普及拡大を推進している。

・領域名：畜産草地・鳥獣害研究領域

・研究グループ名：鳥獣害対策研究グループ

・研究担当者：江口祐輔・上田弘則・山田彩

・研究活動の概要

本研究グループでは、本年度、①イノシシ被害を抑制する草地管理技術の確立、②イノシシにおける電気刺激を用

いた被害対策技術の開発、③野生動物の被害を抑制する竹林管理技術の確立、④野生動物の登り行動および登坂能力

の解明、⑤野生動物の学習能力の測定、⑥中型動物（ハクビシン・アナグマ・テン）の運動能力の測定を行った。①

では、昨年度の成果の実証試験を行い、ライ麦がイノシシの被害に遭いにくいことを明らかにした。②では、被害作

物に直接通電させることで、電気柵に慣れてしまった野生獣に嫌悪刺激を再学習させることが出来ることを明らかに

した。③では、竹林内に十字状の遊歩道を造ることで，人が竹林内を利用しやすくなり、野生動物の出没制御の可能

性が示唆された。④では、ニホンザル、ハクビシンが登りにくい支柱の条件および、登坂できる傾斜角度を明らかに

した。⑤では、イノシシが確立 20％条件（25 分の５）の餌の場所を短期に学習・選択できることを明らかにした。

⑥では、テンとアナグマの通り抜けられる隙間の大きさを明らかにした。

・主な研究成果

野生動物の農地への侵入防止技術を開発するために、登り行動および登坂能力の調査を行った。その結果、サルは、

直径 25cm 以上の滑らかな支柱は登りにくいこと、サルが登れる支柱でも、工夫することで登行動を制御すること、

足がかりのない斜面では動物も歩行するのは難しいことを明らかにしたうえで、現場で利用できる技術を開発した。

・研究グループとしての広報活動

研究グループとして、被害対策研修を年間受託研修等 76 件、専門員受託研修 65 件を行い、近畿中国四国管内を

始め、全国で研修普及活動を行った。また、近中四農研の主催で鳥獣被害対策技術指導研修会を開催し、各地域にお

いて自立できる指導者の養成を行った。本年度は和歌山県と高知県において年間各 4 回研修を行った。また、大学、
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Ⅲ　研究の実施状況

小学校において特別講義や出前授業を行い、次世代の育成にも力を入れた。実用化成果発表シンポジウム「持続的農

業を展開するための鳥獣害防止技術」を企画・開催した（2013 年 1 月）。研究グループの成果を交えた被害対策に

ついて年間を通して農業雑誌、農業新聞、畜産雑誌、農業共済誌に連載、掲載された。
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Ⅳ　平成 24 年度　研究予算課題一覧

研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

Ⅳ　平成 24年度研究予算課題一覧

Ⅰ　食料安定供給のための研究開発

１　地域の条件 ･ 資源を活かした高生産性水田・畑輪作システム
の確立　

（１）新世代水田輪作の基盤技術と低コスト生産システムの構築
ア　地域の条件に対応した低コスト・高生産性水田輪作シス

テムの確立と実証
（ア）中小規模水田に対応した生産性向上のための輪作シス

テムの確立
ａ　地下水位制御システムを利用した安定多収栽培技術の

開発
(a) 地下水位制御システムを利用した安定多収栽培技術

の開発
輪作体系研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

(b) 地下水位制御システム圃場における土壌中の水分・
養分の動態解明

農地・水環境研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

(c) ダイズの雑草・土壌病害抑制のための地下水位制御
方法の開発

輪作体系研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

(d) 地下水位制御システムを利用した水稲の節水型直播
栽培技術の開発

輪作体系研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

(e) 大豆の不耕起密条無中耕無培土栽培技術の開発 輪作体系研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )
(f) 小麦と裸麦の安定多収高品質栽培技術の開発 輪作体系研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )
(g) 瀬戸内地域における地下水位制御システムを利用し

た安定多収水田輪作体系の確立
機械作業・情報研究グループ 
農地・水環境研究グループ 
輪作体系研究グループ 
病害虫研究グループ

水田底力

ｂ　水稲直播・麦・大豆の省力・低コスト栽培管理技術の
開発

(a) 水稲直播・麦・大豆の省力・低コスト栽培管理技術
の開発

輪作体系研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

(b) 食用稲・新規需要米の乾田直播栽培の開発 輪作体系研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )
(c) 水稲直播き栽培における省力・低コスト病害防除技

術の開発
病害虫研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

(d) 大豆の狭畦無中耕無培土栽培技術の開発および現地
実証

輪作体系研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

(e) 大豆病害虫の総合的防除による青立ち等被害の防止
技術の開発

病害虫研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

(f) 簡易耕による麦類・大豆栽培技術の開発 機械作業・情報研究グループ 
輪作体系研究グループ

運営費交付金 ( 一般 )

(g) 播種作業における播種機調整の半自動化 機械作業・情報研究グループ運営費交付金 ( 一般 )
(h) 低草高型草種による畦畔法面の省力的管理技術の開

発
輪作体系研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

(i) 水稲乾田直播栽培における新規除草体系の確立 輪作体系研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )
(j) 近畿中国四国における早播き大豆他州技術の開発 輪作体系研究グループ 運営費交付金 ( 社会的

要請等対応研究費 )
(k) 遺伝子組換え Bt ダイズの生物多様性影響評価手法の

開発
病害虫研究グループ 新農業展開

(l) 農業機械におけるシンプル化と情報化・高度化を両
立する通信制御共通化技術の開発（共通リモートコ
ントローラ接続式作業機 ECU 及び共通リモートコン
トローラの開発）

機械作業・情報研究グループ実用技術

(m) 小型除草ロボット利用技術の開発（植生転換技術の
開発）

輪作体系研究グループ アシスト

ｃ　中小規模水田における高生産性輪作体系の現地実証と
経済性評価

(a) 中小規模水田における高生産性輪作体系の現地実証
と経済性評価

農業経営研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )
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Ⅳ　平成 24 年度　研究予算課題一覧

研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

(b) 鉄コーティング種子を活用した代かき・無代かき直
播技術の確立

水田作研究領域 運営費交付金 ( 一般 )

(c) 異なる条件で浸種・乾燥させた水稲種子の発芽・出
芽特性の解明

輪作体系研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

(d) 地下水位制御システムを導入した高生産性輪作体系
の現地実証と経済性評価

農業経営研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

(e) 地下水位制御システムを導入した高生産性輪作体系
の現地実証と経済性評価－省力・低コスト化大豆栽
培の実証－

輪作体系研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

(f) 水稲直播栽培における出芽始種子近傍の土壌微生物
草の解析

輪作体系研究グループ 運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(g) 鉄コーティング種子を活用した無代かき直播技術の
確立

水田策研究領域 
病害虫研究グループ 
( 独 ) 北海道立総合研究機構 
島根県 
広島県 
岡山県 
県立広島大学

実用技術

(h) 苗立ち安定化に向けた鉄コーティング種子を活用し
た水稲無代かき直播

水田作研究領域 運営費交付金 ( 一般 )

(i) 鉄コーティング水稲湛水直播栽培で使用する活性化
種子の発芽生理特性

農業経営研究グループ 
機械作業・情報研究グループ 
輪作体系研究グループ 
水田作研究領域

水田底力

（２）土地利用型耕種農業を支える先導的品種育成と基盤的技術
の開発

ア　米粉等加工用・業務用水稲品種の育成及び米の未利用成
分利用技術の開発

ａ　気象変動に対応し、低コスト栽培に適した業務用向け
主食用水稲品種の育成

(a) 温暖地西部向き水稲品種の育成 水稲育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(b) ゲノム情報を利用したイネ高温耐性品種の育成（２）

温暖地西部向き優良品種
水稲育種研究グループ 気候変動

(c) 胴割れ米発生率が低い高温耐性品種の育成 水稲育種研究グループ 気候変動
(d) いもち病抵抗性と陸稲由来縞葉枯病抵抗性の同質遺

伝子系統の開発
水稲育種研究グループ 気候変動

(e) 水稲新品種「コシヒカリ近畿 SBL1 号」の地域適応
性評価および普及

水稲育種研究グループ 運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(f) ジーンバンク事業 水稲育種研究グループ ジーンバンク
ｂ　低コスト生産を可能とする米粉パン、米粉麺用等加工

向け多収水稲品種の育成
(a) 温暖地西部向き加工用多収水稲品種の育成 水稲育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

ｃ　米粉利用などに適した穀粒成分特性の解明と利用技術
の開発

(a) 製粉特性の優れる系統の簡易選抜法の開発および品
質特性の解明

水稲育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) 酒米の酒造適性に及ぼす高温障害を抑制する最適作
期決定システムと水管理技術の開発

水稲育種研究グループ 実用技術

ｄ　需要拡大のための米の未利用成分新規素材の特性解明
と利用技術の開発

(a) 需要拡大のための米の未利用成分新規素材の特性解
明と利用技術の開発

食品機能性研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) 低温乾燥システムが農産物の機能性・保存性に及ぼ
す影響評価と機能性食品開発

食品機能性研究グループ 実用技術
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Ⅳ　平成 24 年度　研究予算課題一覧

研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

イ　水稲収量・品質の変動要因の生理・遺伝学的解明と安定
多収素材の開発

ａ　収量性 QTL の収量向上効果の検証と多収水稲の理想型
モデルの確立

(a) 収量ポテンシャル向上に適した穂のシンク構造の評
価

栽培管理研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

ｂ　気象変動に対する生育・品質・収量等の安定化に関与
する遺伝要因と生理生態機構の解明

(a) 収量安定性に寄与する 1 穂籾数の変動性の解析 栽培管理研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(b) 登熟期の高温が水稲胚乳組織の発達・老化に及ぼす

影響の解明
栽培管理研究グループ 運営費交付金 

( 所内支援制度 )

ウ　気候区分に対応した用途別高品質・安定多収小麦品種の
育成

ａ　栽培地域の気象生態に対応した高品質な用途別小麦品
種の育成

(a) 栽培地域の気象生態に対応した高品質な用途別小麦
品種の育成

小麦育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) 山口県における小麦系統「中国 161 号」と「中国
158 号」の現地実証栽培

小麦育種研究グループ 運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(c) 製パン性に優れる温暖地西部向け早熟小麦品種の育
成

小麦育種研究グループ 水田底力

(d) 西日本向けコムギのカドミウム低吸収品種の開発 小麦育種研究グループ リスク低減
(e) 栽培法・資材施用法がコムギの品質に及ぼす影響を

考慮したコムギのカドミウム吸収抑制技術の開発
小麦育種研究グループ リスク低減

(f) 小麦遺伝資源の特性調査と増殖 小麦育種研究グループ ジーンバンク

(g) 製パン性に優れ、多収のパン用小麦新品種「せとき
らら」

小麦育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 ) 
水田底力

ｂ　小麦の品質向上技術の開発
(a) 加工適性に優れるグルテンタンパク質組成の解明と

DNA マーカーの開発
小麦育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) 大麦の貯蔵タンパク質の「グルテン化（重合体形成）」
のための仮説実証研究

小麦育種研究グループ 運営費交付金 
( 特別強化費 )

(c) パン・中華めんの加工適性に優れるグルテンタンパ
ク質組成の解明とＤＮＡマーカーの開発

小麦育種研究グループ 水田底力

(d) 食料自給率と高品質安定生産を実現する小麦・大麦
品種の開発と普及促進（タンパク質。デンプン組成
等と品質との関連性評価）

小麦育種研究グループ 実用技術

ｃ　DNA マーカー等の開発・利用による抵抗性遺伝子の集
積と複合障害抵抗性素材の開発

(a) DNA マーカーの開発利用による抵抗性遺伝子の集積
と複合障害抵抗性素材の開発（デュラム小麦の農業
形質の改良および品質関連形質の分析、（マーカー
等を活用したカドミウム低蓄積性系統の開発）

小麦育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) デュラム小麦の農業形質の改良及び品質関連形質の
分析

小麦育種研究グループ 運営費交付金 
( 所内支援制度 )

エ　需要拡大に向けた用途別高品質・安定多収大麦品種の育
成

ａ　栽培地域の気候生態に対応した多収で加工適性に優れ
た大麦品種の育成

(a) 栽培地域の気候生態に対応した多収で加工適性に優
れた大麦品種の育成

大麦育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) 大麦遺伝資源の特性調査と増殖 大麦育種研究グループ ジーンバンク
ｂ　胚乳成分等を改変し、付加価値のある新規特性をもつ

大麦品種の育成
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Ⅳ　平成 24 年度　研究予算課題一覧

研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

(a) 病害抵抗性や精麦品質に関する遺伝子マーカーの開
発と多収・高品質なはだか麦品種の育成

大麦育種研究グループ 運営費交付金 ( 一般 ) 
水田底力

(b) 「キラリモチ」の大麦粉など新規加工利用と生産拡
大に向けた普及活動

大麦育種研究グループ 運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(c) 「キラリモチ」粉の各種食品に適した製粉条件の検討 大麦育種研究グループ 運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(d) 大麦β - グルカン機能性評価のための「四国裸 84
号 (bgl) の増殖

大麦育種研究グループ 運営費交付金 
( 所内支援制度 )

ｃ　耐病性や出穂安定化の形質を付与した大麦多収系統の
開発

(a) 不良環境適応性の高いはだか麦系統の選定 大麦育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(b) 多角的アプローチによる加工需要にマッチするはだ

か麦栽培体系の開発
大麦育種研究グループ 実用技術

ｄ　精麦品質等に優れた大麦系統開発のための選抜・加工
利用技術の開発

(a) 大麦黄色原因成分の解明と色相を改善する育種素材
の評価

食品機能性研究グループ 運営費交付金 ( 一般 ) 
水田底力

オ　気候区分に対応した安定多収・良品質大豆品種の育成と
品質制御技術の開発

ａ　基幹品種のピンポイント改変等による優良品種の育成
(a) 基幹品種のピンポイント改変等による優良品種の育

成
大豆育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) 大豆新品種の「はつさやか」「あきまろ」普及促進
のための現地実証試験

大豆育種研究グループ 運営費交付金 
( 現地実証等促進費 )

(c) 大豆新品種の「はつさやか」「あきまろ」普及促進の
ための加工実機試験および現地実証栽培試験

大豆育種研究グループ 運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(d) 大豆の収量限界向上に向けた基盤的研究 大豆育種研究グループ 運営費交付金 ( 社会的
要請等対応研究費 )

(d) 高温・干ばつ耐性の導入とマーカーの開発 大豆育種研究グループ 気候変動
(e) ラッカセイわい化ウイルス抵抗性に関する DNA マー

カーの開発
大豆育種研究グループ 気候変動

(f) 遺伝子組換え Bt ダイズの生物多様性影響評価手法の
開発

大豆育種研究グループ 新農業展開

(g) ジーンバンク事業 大豆育種研究グループ ジーンバンク
ｂ　草型や栽培特性の改変による省力超多収品種・系統の

開発
(a) 草型や栽培特性の改変による省力超多収品種・系統

の開発
大豆育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

ｃ　大豆の需要拡大を可能とする新規用途品種・素材の開
発

(a) 大豆の需要拡大を可能とする新規用途品種・素材の
開発

大豆育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

（３）農業技術の経営的評価と経営管理システムの確立
ア　新技術の経営的評価と技術開発の方向及び課題の提示

ａ　農業経営及び地域農業の動向解析に基づく技術開発方
向の提示

(a) 近畿中国四国における農業経営及び地域農業の動向
解析に基づく技術開発方向の提示

農業経営研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

ｂ　経営部門別新技術及び技術体系の経営的評価と普及手
法の提示

(a) 経営部門別新技術及び技術体系の経営的評価と普及
手法の提示（中山間地域における水田輪作体系の導
入定着条件の解明）

農業経営研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
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Ⅳ　平成 24 年度　研究予算課題一覧

研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

イ　地域農業を革新する 6 次産業化ビジネスモデルの構築

ａ　多角化型園芸作ビジネスモデルの策定
(a) 中山間地のトマト作等施設園芸経営における多角化

ビジネスモデルの策定
園芸経営研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) カンキツ作経営における多角化ビジネスモデルの策
定

園芸経営研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

ｂ　直売所を核とした地域農業多角化ビジネスモデルの策
定

(a) 中山間地域における直売所活動の多角化ビジネスモ
デルの構築

農業経営研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) 環境調和型農業振興による地域農業多角化ビジネス
モデルの構築

農業経営研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(c) 都市近郊直売所における切り花の需給調整型ビジネ
スモデルの策定

農業経営研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(d) 都市域直売切り花の需要に対応する特定日開花・常
温品質保持技術の開発

農業経営研究グループ 実用技術

２　自給飼料基盤の拡大・強化による飼料生産性向上と効率的利
用技術の開発

ア　低コスト栽培向きの飼料用米品種及び稲発酵粗飼料用品
種の育成

ａ　低コスト生産に適し食用品種との識別性を有する多収
飼料用米品種の育成

(a) 温暖地西部向き多収飼料用米品種の育成 水稲育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
ｂ　高い消化性を持ち地域の環境条件に対応した稲発酵粗

飼料用品種の育成
(a) 温暖地西部向き稲発酵粗飼料用品種の育成 水稲育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(b) 多収で消化性に優れた稲発酵粗飼料用品種等の育成 水稲育種研究グループ 国産飼料

イ　地域条件を活かした多様な自給飼料多給型家畜生産及び
高付加価値畜産物生産技術の開発

（ア）飼料用稲や牧草等の多様な自給飼料資源を活用した高
品質牛肉生産技術の開発

ａ　高糖分飼料用稲等の生産・調製支援システムの開発

(a) 牧場調製型収穫システムの開発 機械作業・情報研究グループ運営交付金 ( 一般 )
(b) 携帯情報端末を用いた作業計画・管理支援システム

の開発
機械作業・情報研究グループ運営交付金 ( 一般 )

(c) 広域コントラクターによる飼料イネ低コスト生産体
系の現地実証と経済性評価

機械作業・情報研究グループ運営交付金 ( 一般 )

(d) 高糖分飼料イネ「たちすずか」の牧場調製型収穫シ
ステムの現地 ( 鳥取）実証試験

機械作業・情報研究グループ運営費交付金 
( 現地実証等促進費 )

(e) コーン兼用型飼料用稲収穫機（近中四農研 3 号機）
の現地（愛媛）適応試験

機械作業・情報研究グループ運営費交付金 
( 所内支援制度 )

ｂ　牧草等の自給飼料の特性に基づく草地管理技術の開発

(a) 野草冬期放牧地の植生動態と牧養力・放牧適性の解
明

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営交付金 ( 一般 )

(b) ＬＣＡを用いた肉用種繁殖牛の放牧新技術に関する
環境影響評価

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営交付金 ( 一般 )

(c) 放牧地用の暖地型シバ草種の生育特性の解明 黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営交付金 ( 一般 )
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研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

(d) 複合型生物資源モニタリングを活用した広域連携周
年放牧技術の開発と実証

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ 
岡山県 
広島県 
山口県 
( 社 ) 広島県畜産協会

実用技術

(e) 野菜作跡地での栽培条件が「たちすずか」の生育お
よび収量に及ぼす影響

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(f) ＬＣＡを用いた肉用種繁殖牛の放牧新技術に関する
環境影響評価

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

科研費

ｃ　肉用繁殖牛の栄養動態・繁殖性に基づく飼養管理技術
の開発

(a) 妊娠後期からの栄養状態等が分娩後の繁殖性に及ぼ
す影響の解明

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営交付金 ( 一般 )

(b) 末梢血白血球の遺伝子発現動態と繁殖性との関連性
解析

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営交付金 ( 一般 )

(c) 黒毛和種繁殖雌牛の子育て能力と CD38 遺伝子変異
との関連性解析

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営交付金 ( 一般 )

(d) 母ウシの仔育て能力評価指標としての CD38 変異の
同定法確立

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営費交付金 
( 所内支援制度 )

ｄ　自給飼料資源を活用した牛肉の評価・生産技術の開発
(a) 耕作放棄地を活用した黒毛和種経産牛の「放牧仕上

げ熟ビーフ」の開発
黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営交付金 ( 一般 )

(b) 自給粗飼料を活用した黒毛和種去勢牛の肥育技術の
開発

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営交付金 ( 一般 )

(c) 放牧仕上げ「熟ビーフ」の生産体制定着と普及拡大
を目指す実証試験

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営費交付金 
( 現地実証等促進費・
所内支援制度 )

(d) 中山間寒冷地における施肥量の違いが「たちすずか」
の生産性と品質に及ぼす影響験

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(e) ストレス関連指標による放牧肥育過程の健全性評価 黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

国産飼料

(f) ストレス関連指標による放牧肥育過程の健全性評価 黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

国産飼料

(g) 注射だけで簡便にＬＨ分泌を活発にする持続型キス
ペプチン剤の開発と臨床応用

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

科研費

３　家畜の代謝特性に基づく飼養管理及び家畜の安定供給のため
の育種・繁殖技術の開発

ア　受精・妊娠機構の解明と調節による雌牛の繁殖性向上技
術の開発

ａ　牛の発情微弱化要因の解明に基づく発情発現明瞭化方
策の開発

(a) 効率的な発情誘起技術および非侵襲性発情発見装置
の開発

黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営交付金 ( 一般 )

ｂ　妊娠維持機構の解明に基づく妊娠モニタリング指標の
策定

 (a) 妊娠モニタリング指標の策定 黒毛和種・放牧飼料研究グ
ループ

運営交付金 ( 一般 )

４　園芸作物の高収益安定生産システムの開発
（１）日本型の高収益施設園芸生産システムの構築

ア　日光温室等の活用による温暖地における高収益・安定生
産施設園芸技術の開発

ａ　日本型日光温室およびパイプハウスリノベーション技
術の開発

－25－



Ⅳ　平成 24 年度　研究予算課題一覧

研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

(a) 日本型日光温室の半閉鎖環境における CO2 環境の解
析

傾斜地野菜生産研究グループ運営交付金 ( 一般 )

(b) パイプハウス耐風対策のための強風域推定手法の開
発

傾斜地野菜生産研究グループ運営交付金 ( 一般 )

(c) 高保温性能で暖房燃料使用量を大幅に削減する次世
代型パイプハウスの開発

傾斜地野菜生産研究グループ 
農業工学研究所 
香川県 
東海大学 
高知大学 
佐藤産業㈱ 
㈱ＧＴスパイラル

実用技術

(d) 既存の自然換気型温室に利用可能な簡易設置型パッ
ドアンドファン冷房の開発

傾斜地野菜生産研究グループ実用技術

(e) 小型除草ロボット利用技術の開発（試作・改良・実
用機の開発と結合試験 (b)）

傾斜地野菜生産研究グループアシスト

(f) ＣＯ２長期・長時間施用を核とした環境制御技術を
開発し東海地域の園芸産地を活性化する

傾斜地野菜生産研究グループ実用技術

ｂ　中山間地域資源を活用した環境負荷低減制御技術の開
発

(a) 低コスト細霧冷房システムの実用化 傾斜地野菜生産研究グループ運営交付金 ( 一般 )
(b) 日光温室の導入検討に活用できる支援システムの開

発
傾斜地野菜生産研究グループ運営交付金 ( 一般 )

(c) 温室内の多湿・結露を軽減する環境制御法の提示 傾斜地野菜生産研究グループ運営交付金 ( 一般 )
(d) 施設園芸利用における暑熱対策技術の評価・検証と

実用化（地中熱交換を利用した局所的施設環境制御
技術の開発と温室効果ガス排出量の評価）

傾斜地野菜生産研究グループ運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(f) 露地野菜における土壌蓄積リン利用技術の開発と減
肥の実証

傾斜地野菜生産研究グループ気候変動

ｃ　日本型日光温室等による夏秋トマト生産を核にした高
収益・周年安定生産技術体系の構築

(a) 吸水不織布を用いた気化冷却による苗の活着改善技
術の開発

傾斜地野菜生産研究グループ運営交付金 ( 一般 )

(b) トマト低段密植栽培における肥効調節型肥料を利用
した簡易肥培管理技術の開発

傾斜地野菜生産研究グループ運営交付金 ( 一般 )

(c) 中山間地の冷水資源を活用した夏季高温期の育苗期
における根域冷却技術の開発

傾斜地野菜生産研究グループ運営交付金 ( 一般 )

(d) 日本型日光温室等による夏秋トマト生産を核にした
高収益 ･ 周年安定生産技術体系の経済的評価

傾斜地野菜生産研究グループ運営交付金 ( 一般 )

(e) 収穫ロボットを活用した中小規模向け超省力トマト
生産技術のフィジビリティスタディ

傾斜地野菜生産研究グループ運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(f) ヤーコン新品種「アンデスの乙女」のイモのフラク
トオリゴ糖含量の分析

傾斜地野菜生産研究グループ運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(g) 密度は高く、収穫は長く－中空構造栽培槽で実現す
る「勝てる」イチゴ

傾斜地野菜生産研究グループ実用技術

(h) ジーンバンク事業費 ( シンビジウム特性調査） 傾斜地野菜生産研究グループジーンバンク
(i) ジーンバンク事業費 ( シンビジウム栄養体保存） 傾斜地野菜生産研究グループジーンバンク
(j) ジーンバンク事業費 ( 資源作物遺伝資源の特性評価及

び育種素材化 )
傾斜地野菜生産研究グループジーンバンク

(k) 麦のリビングマルチと収穫機を活用した阿波タデ藍
の省力栽培体系の確立と染色原料の利用拡大

傾斜地野菜生産研究グループ産地活性化総合対策事
業

イ　分子生物学的手法による新形質花きの創出

ａ　遺伝子組換えによる花色・香気・花形等重要形質の改
変技術の開発

(a) オーキシン生合成経路と阻害剤作用の解析 傾斜地野菜生産研究グループ運営交付金 ( 一般 ) 
イノベーション創出
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研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

（２）果樹 ･ 茶の持続的高品質安定生産技術の開発
ア　高商品性ニホンナシ・クリ及び核果類の品種育成と省力生

産技術の開発
ａ　ニホンナシ・モモにおける省力・低コスト生産技術の

開発
(a) クリ新品種「ぽろたん」の産地拡大の阻害要因であ

る凍害発生の抑制技術の開発
カンキツ生産研究グループ 実用技術

イ　カンキツのブランド化支援のための栽培情報の高度利用
生産技術と園地整備技術の開発

ａ　軽労化と高品質果実生産を可能とする園地整備技術と
運搬作業体系の開発

(a) 作業道整備のための設計支援システムの開発 カンキツ生産研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(b) モノレールの高機能化技術の開発 カンキツ生産研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(c) 傾斜地カンキツ園の作業道整備技術の開発 カンキツ生産研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(d) カンキツ園のかん水のための効率的な水源確保技術

の開発
カンキツ生産研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(e) 園地整備が土砂動態に及ぼす影響の予測手法の確立 カンキツ生産研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(f) コギク収穫機を基軸とした、一斉収穫・調製システ

ムの検証と普及・実用化に向けた実証試験
カンキツ生産研究グループ 運営費交付金 

( 現地実証等促進費 )
(g) 小型除草ロボット要素技術の開発（草刈部の開発） カンキツ生産研究グループ アシスト

ｂ　栽培・生体情報に基づいた高品質カンキツ生産技術の
開発

(a) マルチシート・点滴かん水使用時の土壌水分動態の
解明

カンキツ生産研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) 簡易土壌水分計によるカンキツ園の土壌水分状態予
測技術の開発

水田作研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(c) 樹の水分状態に基づいたかん水管理技術の開発 カンキツ生産研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(d) 傾斜地カンキツ園の精密栽培情報評価システムの開
発とその新品種導入への利用技術の開発

カンキツ生産研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(e) パッチ型シートによる容易・安価・明解な植物水分
状態の評価手法の開発

カンキツ生産研究グループ 知財促進ハイウェイ
（ＪＳＴ）

(f) 数値気象モデルによる柑橘団地の局所蒸発散量推定
手法の開発

カンキツ生産研究グループ 科研費

ｃ　ブランド化支援のための技術の実証と体系化

(a) 自動点滴かん水施肥技術を用いたカンキツの高品質
果実安定生産技術の体系化

カンキツ生産研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) 栽培環境を制御するマルチ資材の活用指針の策定 カンキツ生産研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(c) 中晩生カンキツ生産における新技術導入の経営的評
価

園芸経営研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(d) 高品質果実生産とブランド化を推進するためのカン
キツ産地モデルの策定

園芸経営研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(e) 太陽光発電を利用した低コスト揚水システムの傾斜
地カンキツ園での実用化

カンキツ生産研究グループ 運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(f) 「団地型マルドリ方式」の普及条件の解明 カンキツ生産研究グループ 運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(g) スマートリーン農業アーキテクチャの開発と農業生
産支援サービス事業の世界展開

カンキツ生産研究グループ NEDO
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Ⅳ　平成 24 年度　研究予算課題一覧

研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

５　地域特性に応じた環境保全型農業生産システムの確立
（１）土壌生産力の総合的管理による持続的生産技術の開発

ア　環境負荷物質の広域動態モデル策定と生産技術の環境負
荷評価法の開発

ａ　土地利用に基づく河川水質予測モデルの広域・汎用化
(a) 土地利用に基づく河川水質予測モデルの広域・汎用

化
農地・水環境研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) 地球温暖化の抑制と水質保全に資する地域資源活用
型農地管理技術の実証と導入促進（地理情報等の活
用による水系への負荷量推定法の改良）

農地・水環境研究グループ 実用技術

(c) 鶏卵生産農場からのアンモニア揮散による周辺環境
への影響評価

農地・水環境研究グループ 運営費交付金 
( 所内支援制度 )

ｂ　水質浄化・環境負荷低減技術の開発と実証
(a) 水質浄化・環境負荷低減技術の開発と実証 農地・水環境研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(b) 堆肥洗浄による低カリウム堆肥製造の可能性の検討 農地・水環境研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(c) 地球温暖化の抑制と水質保全に資する地域資源活用

型農地管理技術の実証と導入促進（中山間農業地帯
における窒素・リン流出負荷低減技術の実証と改良）

農地・水環境研究グループ 
( 独 ) 北海道立総合研究機構 
北海道 
秋田県 
愛知県 
岡山大学

実用技術

(e) 低コスト養液土耕装置を利用した露地野菜における
土壌蓄積リン利用技術の開発と減肥の実証

農地・水環境研究グループ 気候変動

ｃ　水質浄化・環境負荷低減技術の環境影響評価
(a) 水質浄化・環境負荷低減技術の環境影響評価 農地・水環境研究グループ
(b) 農地排水の水質負荷影響に対するリスク管理技術の

開発
農地・水環境研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(c) 地球温暖化の抑制と水質保全に資する地域資源活用
型農地管理技術の実証と導入促進（既存情報を用い
た化学肥料と地域資源活用の LCA）

農地・水環境研究グループ 実用技術

イ　土壌生物機能を核とした土壌生産力評価法の開発
ａ　連作等に関わる土壌生物相の特性評価

(a) ホウレンソウ連作土壌の微生物相の特性評価 生産基盤研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

（２）生物機能等の農薬代替技術を組み込んだ環境保全型病害虫・
雑草防除技術の開発と体系化

ア　生物機能等を活用した病害防除技術の開発とその体系化
ａ　ナス科野菜の青枯病等土壌病害の発生を抑止する合理

的な栽培体系の確立と実証
(a) 抵抗性誘導物質及び資材のナス科野菜の青枯病等に

対する防除効果の検討
病虫害研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

イ　土着天敵等を利用した難防除害虫の安定制御技術の構築
ａ　優良天敵の効率的選出法と天敵増強法の開発

(a) 行動解析等に基づいた捕食性天敵の有用形質の評価 病虫害研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(b) 有用天敵の薬剤抵抗性検討選抜技術の開発 病虫害研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(c) 捕食性天敵における寄主探索行動の個体間変異の解

析と有用形質の探索
病虫害研究グループ 運営費交付金 

( 所内支援制度 )
(d) フェロモントラップや色彩粘着板を利用した調査法

の検討 (2)
病虫害研究グループ 発生予察

(e) 四国４県連携によるＩＹＳＶの緊急防除対策技術の
開発

病虫害研究グループ 実用技術
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Ⅳ　平成 24 年度　研究予算課題一覧

研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

（３）環境保全型農業及び有機農業の生産システムの確立

ア　地域条件に対応した環境保全型生産システムの確立
（ア）土壌病虫害診断と耕種的防除技術開発による野菜の環

境保全型生産システムの構築
ａ　メタゲノム解析等を用いた土壌病虫害被害の予測・診

断技術の開発
(a) DNA 解析等を用いた土壌病虫害発生リスク評価法の

開発
生産基盤研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) アブラナ科野菜根こぶ病に関する土壌診断技術の開
発

生産基盤研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(c) ホウレンソウ萎凋病等、土壌伝染性病害の発病要因
の解明

生産基盤研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(d) 土壌の生物性、理化学性に基づく土壌病害発生リス
クの予測・診断技術の開発

病虫害研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(e) レタスビッグベイン病の土壌診断技術の開発 病虫害研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(f) RIPA 法による植物ウイルス病診断の利用拡大 病虫害研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(g) 線虫および土壌病原菌による複合病の発生状況の調

査および発生要因に関する研究
病虫害研究グループ 運営費交付金 

( 所内支援制度 )
(h) アブラナ科野菜根こぶ病の総合的管理技術の開発 生産基盤研究グループ 気候変動
(i) ジャガイモ・テンサイ等の畑作物の共生微生物の群

集構造解析
病虫害研究グループ 気候変動

(j) 土壌微生物の均等度評価手法の開発 病虫害研究グループ 科研費
ｂ　生育制御と病虫害防除に有効な光質環境の解明と照明

技術の開発
(a) 光質制御被覆材を用いた光のＲＧＢ比制御による葉

菜類の生育促進
野菜生産研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) 光病害虫防除用の光源と併用照射した場合にイチゴ
の形態制御に有効な光質の特定および照明法の検討

野菜生産研究グループ 気候変動

(c) 野菜・花きの生産安定技術の開発（遮光制御を用い
た温暖化によるホウレンソウの収量・品質低下抑制
技術の開発）

野菜生産研究グループ 運営交付金 ( 一般 ) 
気候変動

(d) 野菜・花きの生産安定技術の開発（イチゴ促成栽培
における気化潜熱利用局所冷却法による長期安定生
産技術の開発と産地実証）

野菜生産研究グループ 気候変動

(e) 密度は高く、収穫は長く－中空構造栽培槽で実現す
る「勝てる」イチゴ

野菜生産研究グループ 実用技術

(f) 光質制御被覆材を用いた光のＲＧＢ比制御による葉
菜類の生育促進

野菜生産研究グループ 光応答

(g) 既存の自然換気型温室に利用可能な簡易設置型パッ
ドアンドファン冷房の開発

野菜生産研究グループ 実用技術

(h) 間欠冷蔵処理によるイチゴ花芽分化促進技術の確立 野菜生産研究グループ 実用技術
ｃ　露地や非閉鎖環境の施設での野菜栽培に活用できる土

着天敵利用技術の開発
(a) 景観植物「スカエボラ」を用いた植生管理技術の開

発
病害虫研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) DNA による捕食歴解析からの捕食性土着天敵の評価 病害虫研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(c) 露地果菜類における飛ばないナミテントウ利用法の

開発
病害虫研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(d) ウイルス媒介虫防除のための土着天敵タバコカスミ
カメの利用技術の開発

病害虫研究グループ 実用技術

ｄ　耕種的手法を中心とした病害虫低減・高品位生産技術
の開発

(a) カラシナ、エンバク等の効果的鋤き込み方法の検討
と夏作ホウレンソウにおける防除効果の検証

生産基盤研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) カラシナを利用した夏作ホウレンソウにおける萎凋
病防除効果の検証

生産基盤研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
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研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

(c) アブラナ科野菜根こぶ病の制御技術の開発 生産基盤研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(d) 生物的土壌消毒と持続的土壌管理による土壌病害防

除技術の開発
病害虫研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(e) 還元消毒時の土壌環境変化と消毒効果の関係の解明 農地・水環境研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(f) 弱毒ウイルスの利用を基幹とした難防除ウイルス技

術の開発
大豆育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(g) トマト黄化葉巻病の生物資材等利用による防除 病害虫研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(h) レタスビッグベイン病の被害低減効果の検証 病害虫研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(i) 弱毒ウイルス利用によるキュウリ黄化えそ病防除の

現地実証試験
病害虫研究グループ 運営費交付金 

( 所内支援制度 )
(j) カラシナ、エンバク等の効果的鋤き込み方法の検討

と夏作ホウレンソウにおける防除効果の検証
生産基盤研究グループ 気候変動

(k) 四国４県連携によるＩＹＳＶの緊急防除対策技術の
開発

大豆育種研究グループ 実用技術

ｅ　地域重要野菜を対象とした技術体系の構築と現地実証
(a) ホウレンソウの環境保全的高品質・安定生産体系の

構築（栽培）
野菜生産研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(b) ホウレンソウの環境保全的高品質・安定生産体系の
構築（病害）

病害虫研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

(c) ホウレンソウにおける害虫防除体系の構築 病害虫研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(d) 抵抗性レタス品種導入を基幹としたレタスビッグベ

イン病防除技術体系の構築
大豆育種研究グループ 運営交付金 ( 一般 )

イ　有機農業の成立条件の科学的解明と栽培技術の体系化
ａ　有機畑圃場等における病害虫発生抑制および物質循環

機構の解明と輪作モデル体系の構築
(a) カラシナ、エンバク等の効果的鋤き込み方法の検討

と夏作ホウレンソウにおける防除効果の検証
病害虫研究グループ 運営費交付金 ( 一般） 

気候変動

６　ＩＴやロボット技術等の革新的技術の導入による高度生産・
流通管理システムの開発

ア　土地利用型大規模経営に向けた農作業ロボット体系の開
発

ａ　通信制御の共通化技術の開発
(a) 作業機用 ECU の開発 機械作業・情報研究グループ運営費交付金 ( 一般 ) 

アシスト

イ　多様な農業情報の効率的収集技術及び統合利用技術の開
発

ａ　生産現場における簡易データ収集・統合管理システム
の開発

(a) 生産現場における簡易データ収集・統合管理システ
ムの開発

機械作業・情報研究グループ運営交付金 ( 一般 )

(b) 鉄コーティング種子を活用した無代かき直播技術の
確立

機械作業・情報研究グループ実用技術

(c) 地球温暖化の抑制と水質保全に資する地域資源活用
型農地管理技術の実証と導入促進（水質ふかし表と
LCA の統合化）

機械作業・情報研究グループ実用技術

(d) 農業機械におけるシンプル化と情報化・高度化を両
立する通信制御共通化技術の開発

機械作業・情報研究グループ実用技術

７　食品の安全性向上及び消費者の信頼確保のための技術の開発
ア　かび毒産生病害からの食品安全性確保技術の開発

ａ　栽培体系のリスク評価、追加防除時期の解明等の生産
工程管理技術の強化・拡充
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研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

(a) 開花期・葯殻抽出期予測モデルの開発と検証 栽培管理研究グループ 運営交付金 ( 一般 )
(b) 暖地・温暖地における麦類の開花期予測と追加防除

要否判定技術の開発
栽培管理研究グループ 生産工程

Ⅱ　地球規模の課題に対応した研究開発

研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

１　地球温暖化に対応した農業技術の開発
ア　土地利用型作物の気候変動対策技術と栽培管理支援シス

テムの開発
              （ア）気候変動下における水稲の高温障害対策技術の開発

ａ　作物モデルに連動する群落微気象評価手法の開発
(a) 平年差距離重み付け手法の改良 栽培管理研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )
(b) 酒米の酒造適性に及ぼす高温障害を抑制する最適作

期決定システムと水管理技術の開発
カンキツ生産研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

実用技術
ｂ　高温登熟障害の対策技術の開発

(a) 高温登熟条件下での胴割れ米発生に関与する生理生
態要因の解明と耐性発現における品種間差の評価

栽培管理研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

  (b) 温暖地における高品質米栽培法の検定 栽培管理研究グループ 運営費交付金 ( 一般 )

ｃ　気候変動下における地域気象特性を考慮した安定多
収栽培技術の開発

(a) 水稲多収栽培における籾数決定要因の解明 栽培管理研究グループ 運営費交付金（一般）
(b) インド型多収品種の登熟特性に関する温度反応性の

評価
栽培管理研究グループ 運営費交付金（一般）

(c) 温暖化環境における水稲生産ポテンシャル向上のた
めの形質の特定

栽培管理研究グループ 気候変動

Ⅲ　新需要創出のための研究開発

研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

１　農産物・食品の機能性解明及び機能性に関する信頼性の高              
い情報の整備・活用のための研究開発

ア　健康機能性に関する成分分析法及び評価法の開発と標準
化

ａ　農産物・食品の機能性成分分析法の開発・標準化と
機能性評価法の開発

(a) 新規大麦機能性成分の精製・解析 食品機能性研究グループ 運営費交付金
（所内支援制度）

ｂ　農産物・食品の機能性成分含量および機能性・安全
性評価データベースの開発

(a) 麦類に関する抗酸化能の評価 食品機能性研究グループ 運営費交付金（一般）

イ　代謝調節作用に関する健康機能性解明と有効利用技術の
        開発

ａ　高機能性農産物の特性解明と評価・利用技術の開発
(a) 農作物成分による脂質代謝の促進作用の解明と利用

技術の開発
食品機能性研究グループ 運営費交付金（一般）

(b) 小麦ふすま由来血圧降下ペプチドの商品化および新
     機能に関する共同研究

食品機能性研究グループ 運営費交付金 
（現地実証等促進費）

－31－



Ⅳ　平成 24 年度　研究予算課題一覧

研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

ｂ　かんきつ・りんご等果実の有効性解明と評価技術の
開発

(a) かんきつ成分による脂質代謝の促進作用の解明と利
用技術の開発

食品機能性研究グループ 運営費交付金（一般）

ウ　生体防御作用に関する健康機能性解明と有効利用技術の
        開発

ａ　生体防御に関わる健康機能性評価技術の開発と農産
物における特性解明

(a) 加齢に伴う生体防御機能の低下を抑止する農作物成
分の作用の解明と利用技術の開発

食品機能性研究グループ 運営費交付金（一般）

(b) 食品成分の機能性発現に関与する細胞内標的因子の
同定

食品機能性研究グループ 運営費交付金 
( 所内支援制度 )

(c) 脂肪酸燃焼を促進しメタボリック症候群を予防する
ミツバチ産品に関する研究

食品機能性研究グループ 山田養蜂場　みつば
ち研究基金

２　農産物 ･ 食品の高度な加工 ･ 流通プロセスの開発

ア　消費者ニーズの高度分析手法及び農業と食品産業の連携
関係の評価・構築方法の開発

ａ　高付加価値商品開発のための農産物購買・消費行動
データ収集・分析システムの開発

(a) 農産物直売所における切り花の需要量予測システム
の開発

農業経営研究グループ 運営費交付金（一般）

(b) 直売所店舗内における切り花に関する消費者行動の
ビデオカメラを用いた分析

農業経営研究グループ 運営費交付金 
( 所内支援制度 )

Ⅳ　地域資源活用のための研究開発

研　　　究　　　課　　　題　　　名 実施研究グループ 
(* は委託先など） 予算区分

１　農業生産のための基盤的地域資源の保全管理技術の開発

（１）野生鳥獣モニタリングシステム及び住民による鳥獣被害
防止技術の確立

ａ　省力的で効果の高い侵入防止技術の開発
(a) 感覚刺激等を用いた被害対策技術の開発 鳥獣害対策研究グループ 運営費交付金（一般）
(b) ニホンザルにおける忌避物質の効果検証 鳥獣害対策研究グループ 運営費交付金（一般）
(c) 持続的な農業を展開するための鳥獣害防止技術の開

発（野生動物の登り行動および登坂能力の解明他）
鳥獣害対策研究グループ
兵庫県立大学
滋賀県
三重県
山梨県
埼玉県

実用技術

ｂ　地域で実践可能な効果的対策プログラムの確立
(a) 持続的な農業を展開するための鳥獣害防止技術の開発
     （竹林の環境管理による獣害軽減技術の開発）

鳥獣害対策研究グループ 実用技術

(b) 持続的な農業を展開するための鳥獣害防止技術の開
     発（草地管理による獣害軽減技術の開発）

鳥獣害対策研究グループ 実用技術
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Ⅴ　研究情報活動

Ⅴ　研究情報活動

研究成果情報名 提出研究領域等
【普及成果情報】
圧力調節灌水器具を利用した日射制御型拍動灌水システムの傾斜農地への適
用法

営農・環境研究領域

冬作イタリアンライグラス草地はイノシシの冬期の餌場となるため、侵入防
止対策が必要

畜産草地・鳥獣害研究領域

イノシシ対策に使われているオオカミ尿には忌避効果がない 畜産草地・鳥獣害研究領域
高断熱資材で保温性を高め、ダブルアーチで構造強化したパイプハウス 傾斜地園芸研究領域
低コストな高軒高ハウスと自動灌水装置等による夏秋トマト低段密植２作採
り

傾斜地園芸研究領域

【研究成果情報】
高温登熟性に優れ、良食味で多収の水稲品種候補系統 ｢中国 201 号｣ 水田作研究領域 
製パン性に優れ、多収のパン用小麦新品種候補「せときらら」 水田作研究領域 
高温登熟条件における水稲の胴割れ発生の品種間差 水田作研究領域 
鉄コーティング水稲湛水直播栽培で使用する活性化種子の発芽生理特性 水田作研究領域 
苗立ち安定化に向けた鉄コーティング種子を活用した水稲の無代かき直播 水田作研究領域 
飛翔能力を欠くナミテントウの孵化率および産卵数は系統間交雑により回復
する

水田作研究領域 

レタスビッグベイン病の媒介菌 Olpidium virulentus に特異的な抗体の作製
法

水田作研究領域 

ハクビシンは綱渡りが得意であり、侵入防止経路として配慮が必要である 畜産草地・鳥獣害研究領域
大規模経営の存在する地域では離農率は高いが耕作放棄地率は低い 営農・環境研究領域
ユリ切り花の開花日予測・処理導出ソフトウェア 営農・環境研究領域
直売所における切り花需要量の予測ソフトウェア 営農・環境研究領域

「マルドリ方式」を導入するためのカンキツ高品質果実率の改善目標 傾斜地園芸研究領域
中山間地の夏季のトマト育苗における冷水資源を活用した根域冷却技術 傾斜地園芸研究領域
1 日 2 回の制限哺乳は哺乳期の胚回収成績に影響せず空胎期間延長を軽減す
る

畜産草地・鳥獣害研究領域

【分　類】

普及成果情報
　行政・普及機関、公立試験研究機関、生産者、民間企業にとって直接的に利用可能で、普及が大い
に期待できる成果情報。

研究成果情報
　行政・普及機関、公立試験研究機関、生産者、民間企業にとって直接的に利用可能なものでないが、
その内容が非常に有用な基礎・基盤情報になりうるもの、または普及させるためには改良が必要だが
将来的に非常に有望な成果情報。

１．主な研究成果
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No. 研究成果のタイトル等
著者名等 

（アルファベット順）
年 . 月 雑誌名等 巻（号）, 頁

1 景観の生態史観－撹乱が再生する豊
かな大地 
3-04　火入れと利用が守る草原の生
態系

高橋佳孝 2012.7 京都通信社 *,108-111

2 変容するコモンズ　フィールドと理
論のはざまから 
第 5 章　都市住民との協働による阿
蘇草原再生の取り組み

高橋佳孝 2012.4 ナカニシヤ出版 *,103-122

3 変容するコモンズ　フィールドと理
論のはざまから 
第 12 章　2．持続的な草原利用の再
生条件

飯國芳明 ( 高知大学 ), 高橋佳孝 2012.4 ナカニシヤ出版 *,252-261

4 里山のガバナンス　里山学のひらく
地平 
第 3 章　半自然草地生態系と人間の
福利－西日本における現状と傾向－

高橋佳孝 2012.4 晃洋書房 *,51-97

5 猿害群と対峙する「サルのねーちゃ
ん」

山田彩 2012.12 京都通信社 *.116-121

6 農業技術大系作物編「ダイズ・アズキ・
ラッカセイ」　ダイズ　基礎編　ダイ
ズの品種生態と選択　あきまろ－晩
播・多収の味噌用品種

髙田吉丈 2013.1 農山漁村文化協会 6,104,30-34

7 北海道の気象と農業 
９小麦の収穫期を予測する

奥野林太郎 2012.11 北海道新聞社 231-235

8 阿蘇と草原　環境・社会・文化 
多様な主体がかかわる阿蘇草原再生
の取り組み

高橋佳孝 2012.11 鉱脈社 *,5-27

9 農業技術大系・作物編追録第 34 号
｢はつさやか－早生で青立ちが少なく
多収の豆腐用品種｣

猿田正恭 2013.1 農村漁村文化協会 *

10 最新の動物行動に学基づいた動物に
よる農作物被害の総合対策

江口祐輔 2013.3 誠文堂新光社 *,1-180

２．研究成果の発表
１）著書
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２）原著論文

No. 研究成果のタイトル等
著者名等 

（アルファベット順）
年 . 月 雑誌名等 巻（号）, 頁

1 Web Map Service による地図画像配
信サービスの開発

寺元郁博 , 二宮正士 ( 東京大学農業生
命科学研究科 )

2012.12 農業情報研究 21(4),76-84

2 Effects of Different Application 
Methods of Controlled-Release 
Fertilizers on Capillary Wick Culture 
of Tomato

木下貴文 /CA, 桝田正治 ( 岡山大学大
学院自然科学研究科 )

2012.10 HortScience 47(10),1529-
1535

3 夏季高温期におけるトマトのポット
育苗において根域冷却の時間帯が生
育および収量に及ぼす影響

木下貴文 /CA, 中野善公 , 川嶋浩樹 2012.10 園芸学研究 11(4),459-
465

4 PCR 法による日本における土壌中の
アブラナ科野菜根こぶ病菌の検出

村上弘治 , 金戸有希子 2012.10 土と微生物 66(2),70-74

5 Storage stability of wheat bran 
proteases for producing angiotensin 
I-converting enzyme inhibitory 
peptides

野方洋一 , 齋藤武 , 阿部大吾
,Atusko Yoshida(Nakamuragakuen 
Univ.),Hideaki 
Ohta(Nakamuragakuen Univ.)

2013.3 Food Science and Technology 
Research

19(2), 313-
317 (2013).

6 高温登熟条件下における米粒の胴割
れ発生の品種間差異

長田健二 , 佐々木良治 ( 農林水産技術
会議事務局 ), 大平陽一

2013.1 日本作物学会紀事 82(1)，42-48

7 直売所におけるつぼみ期切り花の開
花調節技術の要件－ビジネスモデル
の視点からの検討－

吉田晋一 , 平岡美紀 ( 奈良農総セ ), 角
川由加 ( 奈良農総セ ), 仲照史 ( 奈良
農総セ ), 豊原憲子 ( 大阪環農水総研 )

2012.6 農業経営研究 50(1),142-
147

8 Distribution patterns of Wolbachia 
endosymbionts in the closely related 
flower bugs of the genus Orius: 
Implications for coevolution and 
horizontal transfer 

渡部真也 ( 生物研 ), 田上陽介 ( 静岡
大 ), 陰山大輔 ( 生物研 ), 三浦一芸 /
CA,Richard Stouthamer( カリフォル
ニア大 )

2012.8 Microbial Ecology 64,537-545

9 Gut content analysis to study 
predatory efficacy of Nesidiocoris 
tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae) 
by molecular methods

伊藤政男 ( 高知県農試 ), 渡部真也 ( 生
物研 ), 渡辺衛介 ( 広島大 ), 三浦一芸 /
CA

Entomological Science 未定 , 未定

10 Transfer of a parthenogenesis-
inducing Wolbachia endosymbiont 
derived from Trichogramma 
dendrolimi into Trichogramma 
evanescens

渡部真也 ( 生物研 ), 陰山大輔 ( 生物
研 ), 三浦一芸 /CA

2013.1 Journal of Invertebrate 
Pathology

112,83-87

11 追い払い手段の異なる集落間におけ
るニホンザルの逃走開始距離の差異

山田彩 2012.6. 霊長類研究 28,13-20

12 農村畦畔における二重ネット工法に
よるシバ植栽の検討

伏見昭秀 , 大谷一郎 , 長沼和夫 ( ゾイ
シアンジャパン株式会社 )

2013.3 芝草研究 41(2),129-
135

13 Physiological performance of iron-
coated primed rice seeds under 
submerged conditions and the 
stimulation of coleoptile elongation 
in primed rice seeds under anoxia 

森伸介 , 藤本寛 , 渡邊修一 , 石岡厳 ,
岡部昭典 , 亀井雅浩 , 山内稔

2012.8 Soil Science and Plant Nutrition 58,469-478   

14 Effect of restricted suckling on 
the superovulatory response and 
reproductive performance in 
postpartum Japanese Black cows

大島一修 , 落合寿成 , 小島孝敏 , 山本
直幸

2012.11 Journal of Veterinary Medical 
Science

73,1469-
1475

15 Genetic and chemical analysis 
of a key biosynthetic step for 
soyasapogenol A, an aglycone of 
group A saponins that influence 
soymilk flavor

髙田吉丈 , 笹間博子 ( 農業生物資源研
究所 ), 佐山貴司 ( 農業生物資源研究
所 ), 菊池彰夫 , 加藤信 , 石本政男 ( 農
業生物資源研究所 ), 塚本知玄 /CA( 岩
手大院農 )

2013.2 Theoretical and Applied 
Genetics

126,721-731
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No. 研究成果のタイトル等
著者名等 

（アルファベット順）
年 . 月 雑誌名等 巻（号）, 頁

16 日本水稲品種の SSR マーカー多型に
基づく分類および近縁係数と遺伝的
距離との関係

出田収 /CA, 河野いづみ (STAFF 研究
所 ), 竹内善信 , 平林秀介 , 平山正賢 (
異動 ), 太田久稔 , 佐藤宏之 , 安東郁男
, 加藤浩 , 根本博 , 矢野昌裕 ( 生物研 ),
井邊時雄 , 山崎将紀 ( 神戸大 ), 吉田智
彦 ( 宇都宮大 )

2012.12 育種学研究 14,106-113

17 Preparation and characterization of 
polyclonal antibody against resting 
spores of Olpidium virulentus, fungal 
vector of lettuce big-vein disease.

野見山孝司 /CA, 大崎秀樹 , 笹谷孝英 ,
石川浩一

2013.1 Journal of General Plant 
Pathology

79(1),64-68

18 Seasonal changes in body size and 
reproductive status of masked palm 
civets (Pagma larvata) in Japan

豊田英人 ( 麻布大学 ), 江口祐輔 /CA,
古谷益朗 ( 埼玉農総研 ), 植竹勝治 ( 麻
布大学 ), 田中智夫 ( 麻布大学 )

2012.6 日本家畜管理学会誌・応用動物
行動学会誌

48,57-65

19 Masked palm civets  (Pagma larvata) 
climb vertical crevice: widths of gaps 
that they could climb and changes in 
climbing method

加瀬ちひろ ( 麻布大学 ), 江口祐輔 /
CA, 古谷益朗 ( 埼玉農総研 ), 植竹勝治
( 麻布大学 ), 田中智夫 ( 麻布大学 )

2012.9 日本家畜管理学会誌・応用動物
行動学会誌

48,95-102

20 農業体験学習の教育的効果に関する
考察－農業生産活動が有する価値の
視点から－

室岡順一 2012.9 農村生活研究 56(1),16-24

21 Plant viruses and viroids released 
from the NIAS Genebank Project, 
Japan

富岡啓介 , 佐藤豊三 ( 生物研 ), 花田薫
( 生物研 ), 山崎福容 ( 生物研 ), 永井利
郎 ( 生物研 ), 澤田宏之 ( 生物研 ), 竹
谷勝 ( 生物研 ), 青木孝之 ( 生物研 )

2012.6 日本微生物資源学会誌 28 (1), 35-40

22 Damping-off of soybean caused by 
Pythium myriotylum in Japan

富岡啓介 , 竹原利明 , 大崎秀樹 , 関口
博之 , 野見山孝司 , 景山幸二 ( 岐阜大
)

2013.3 Journal of General Plant 
Pathology

79 (2), 162-
164

23 Computational Fluid Dynamics 
Simulation of Herbivore-Induced 
Plant Volatiles around Greenhouses

畔柳武司 , 安部順一朗 , 上船雅義 ( 京
都大学生態学研究センター ), 高林純
示 ( 京都大学生態学研究センター )

2012.7 Acta Horticulturae 952,147-154

24 愛媛県中山間地域における夏季のト
マトポット育苗において渓流水を活
用した低コスト根域冷却技術の開発

木下貴文 /CA, 安西昭裕 ( 愛媛県農林
水産研究所 ), 河内博文 ( 愛媛県農林
水産研究所 ), 長崎裕司

2013.3 近畿中国四国農業研究 22, 未定

25 東北地域主要水稲品種の玄米胴割れ
耐性の評価と耐性系統の選抜

中込弘二 , 太田久稔 , 福嶌陽 , 梶亮太 ,
山口誠之

2012.12 東北農業研究 65，1-2

26 追加費用・収益からみたカンキツ作
における「マルドリ方式」の経済性
と導入条件

棚田光雄 , 齋藤仁藏 , 根角博久 , 藤本
敬胤 ( 山口県農林総合技術センター ),
藤原文孝 ( 愛媛県農林水産研究所果
樹研究センター ), 塩田俊 ( 広島県立
総合技術研究所農業技術センター ),
森末文徳 ( 香川県農業試験場府中果
樹研究所 ), 三堂博昭 ( 愛媛県農林水
産研究所果樹研究センター )

2012.9 近畿中国四国農業研究 21,33-40

27 カンキツ園内道の設計支援システム
における路線配置機能とその精度

細川雅敏 , 田中宏明 , 島崎昌彦 , 向井
章恵

2013.3 近畿中国四国農業研究 22,7-12

28 園地環境に影響するマルチシート資
材の特性

國賀武 , 藤本敬胤 ( 山口県農林総合技
術センター ), 中島勘太 ( 山口県農林
総合技術センター ), 岡崎芳夫 ( 山口
県農林総合技術センター ), 根角博久

2013.3 近畿中国四国農業研究 22, 17-20

29 小麦赤かび病を適期に防除するため
の開花期予測システム

黒瀬義孝 2013.1 日本醸造協会誌 108(1),25-31

30 製粉性と製麺適性に優れる日本麺用
硬質小麦品種「ふくはるか」の育成
 

谷中美貴子 , 高田兼則 , 石川直幸 , 長
嶺敬 , 高山敏之 , 田谷省三 , 甲斐由美

2013.3 近畿中国四国農業研究センター
研究報告

12,7-23
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No. 研究成果のタイトル等
著者名等 

（アルファベット順）
年 . 月 雑誌名等 巻（号）, 頁

31 Practical Utilization of High-
Resolution Air Temperature Data as 
Geographical Information for Local 
Agriculture

植山秀紀 2012.4 Japan Agricultural Research 
Quaterly

46(2),139-
144

32 苗立ち性の優れる低アミロース巨大
胚水稲品種 ｢はいごころ｣ の育成

石井卓朗 /CA, 出田収 , 松下景 , 春原
嘉弘 , 前田英郎 ( 農水省技会 ), 飯田修
一 ( 元（近中四農研）)

2013.3 近畿中国四国農業研究センター
研究報告

12, 25-41

33 Screening of New Check Rice 
Varieties for Evaluating High Cold 
Tolerance and Development of 
Breeding Lines with High Cold 
Tolerance in Tohoku Region of Japan

中込弘二 2013.1 JARQ 47(1),1-7

34 低コスト化・省力化を核とした中山
間地域における施設園芸の展開方向

長崎裕司 2012.9 近畿中国四国農業研究 21,3-9

35 夏秋トマト栽培への循環式・かけ流
し式ハイブリッド養液栽培装置の適
用

笠原賢明 , 渡邊修一 , 吉川弘恭 , 柴田
昇平

2013.3 近畿中国四国農業研究センター
研究資料

12,1-12

36 都市農村交流産業を対象とした地域
振興シナリオがもたらす経済波及効
果の推計

友國宏一 2012.10 農業経営通信 253,2-3

37 中国地区刊行応用動物昆虫関係目録
(2011)（広島県分）

菊地淳志 2013.3 日本応用動物昆虫学会中国支部
会報

54, 未定

38 米の外観品質・食味研究の最前線
（２１）－胴割れ米の発生に関わる諸
要因－

長田健二 2012.10 農業および園芸 87(10)，
1006-1010

39 シバ草地における植物種の豊富さ簡
易調査法

堤道生 , 高橋佳孝 , 板野志郎 2013.3 草地の動態に関する研究（第 8
次中間報告）（畜産草地研究所平
24-7 資料）

*,120-123

40 ススキ (Miscanthus sinensis) 型草地
植生に及ぼす火入れと放牧の影響

高橋佳孝 , 井上雅仁 ( 島根県立三瓶自
然館 ), 堤道生

2013.3 草地の動態に関する研究（第 8
次中間報告）（畜産草地研究所平
24-7 資料）

*,108-114

41 シバ - ワラビ型草地における植生変
化とワラビ防除に及ぼす刈取の影響

高橋佳孝 , 堤道生 , 井出保行 , 小林英
和

2013.3 草地の動態に関する研究（第 8
次中間報告）（畜産草地研究所平
24-7 資料）

*,100-107

42 開花調節技術による直売所における
切り花の需給ミスマッチ改善に向け
て

吉田晋一 2013.1 農業経営通信 254,6-7

43 RIPA 法によるキュウリの 3 種ウイル
ス同時検定の改良

大崎秀樹 2012.4 植物防疫 66(4), 224-
227

44 自動点滴かん水同時施肥技術を用い
た早期成園化

棚田光雄 2013.1 農業経営通信（中央農業総合研
究センター）

254,10

45 温暖地におけるクサヨシ遺伝資源の
収集 (2011 年 )

上山泰史 , 久保田明人 2013.3 植物遺伝資源探索導入調査報告
書

28,81-87

46 標高条件などの異なる建設足場資材
利用温室における夏秋トマト栽培時
の環境計測

長崎裕司 , 畔柳武司 2013.3 近畿中国四国農業研究センター
研究資料

10,15-21

47 阿蘇東外輪山の半自然草原における
植物群集の開花フェノロジーと種ご
との生活史特性の関係

横川昌史 ( 大阪市立自然博 ), 宇野公
子 ( 奥阿蘇花咲森協会 ), 井上雅仁 ( 三
瓶自然館 ), 高橋佳孝

2013.3 島根県立三瓶自然館研究報告 10,1-14
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３）学会発表等

No. 研究成果のタイトル等
著者名等 

（アルファベット順）
年 . 月 雑誌名等 巻（号）, 頁

1 Validation of CFD simulation of 
Airflow from an Air Circulator above 
Crop Canopies

畔柳武司 2012.7. CIGR-AgEng 2012 *,*

2 コムギ準同質遺伝子系統を用いたポ
リフェノールオキシダーゼが小麦粉
色相に及ぼす影響の評価

谷中美貴子 , 石川直幸 , 高田兼則 2012.9 育種学研究 14( 別 2),243

3 庇蔭処理および低温処理がセントオ
ーガスチングラスの生育に及ぼす影
響

大谷一郎 , 高橋佳孝 , 堤道生 2012.8 日本草地学会誌 58( 別）,26

4 山田錦最適作期決定システムにおけ
る 50m メッシュ気温情報の改良

植山秀紀 , 加藤雅宣 ( 兵庫県立農林水
産技術総合センター ), 池上勝 ( 兵庫
県立農林水産技術総合センター ), 川
向肇 ( 兵庫県立大学 )

2012.11 システム農学会 2012 年度秋季
大会 in 南箕輪シンポジウム・一
般発表会要旨集

*,45-46

5 中山間地域における新たなトマト生
産システムの提案

長崎裕司 , 日高輝雄 ( 山口県農林総合
技術センター農業技術部 )

2012.12 平成 24 年度農研機構国際シン
ポジウム「地域発低コスト・省
エネをめざした施設園芸イノベ
ーションシンポジウム」

*,101-114

6 カンキツ用簡易土壌水分計の試作と
カンキツ園での測定事例

黒瀬義孝 , 大濱秀一 ( 愛媛県今治支局
産地育成室 ), 村上要三 ( 愛媛県今治
支局産地育成室 ), 根角博久

2012.11 中国・四国の農業気象 25,14-15

7 小麦赤かび病のかび毒蓄積と感染時
期および気象要因との関係

黒瀬義孝 2012.9 農業環境工学関連学会 2012 年
合同大会講演要旨

CD-ROM

8 携帯情報端末を用いた簡易作業負荷
収集ツールの開発

寺元郁博 2012.9 農業環境工学関連学会 2012 年
合同大会

*,*

9 Agricultural area classification of 
Bhutan using multivariate analysis

内田晴夫 2012.9 International workshop 
on changing environment 
& development in rural 
communities of Bhutan and 
other Asian countries held in 
Sherubtse College, Bhutan 

*,*

10 バングラデシュと日本の自然災害 内田晴夫 2013.3 南アジアおよびインドシナにお
ける自然環境と人間活動に関す
る研究集会―人間活動に対する
サイクロン・洪水の影響― 
 

（京大防災研
究所一般共同
研究集会 24K-
07） CD

11 簡易設置型パッドアンドファン冷房
が水ストレス下のトマトの生育・品
質に与える影響

村上健二 , 山崎敬亮 , 吉田祐子 , 生駒
泰基 , 濵本浩 , 嶋津光鑑 ( 岐阜大学応
用生物科学部 )

2013.3 園芸学研究 12( 別 1),341

12 愛媛県中山間地域における夏季のト
マトポット育苗において渓流水を活
用した根域冷却技術の開発

木下貴文 , 安西昭裕 ( 愛媛県農林水産
研究所 ), 河内博文 ( 愛媛県農林水産
研究所 ), 長崎裕司

2012.9 園芸学研究 11( 別 2),406

13 ハイブリッド養液栽培装置を給液制
御に利用した塩害土壌でのトマト養
液土耕栽培

笠原賢明 , 渡邊修一 , 吉川弘恭 2012.9. 日本土壌肥料学会講演要旨集 58141

14 アブラナ科野菜根こぶ病に対する発
病抑止的・助長的土壌の微生物性解
析

村上弘治 , 金戸有希子 2012.6 土と微生物 66(2),82

15 近中四農研綾部研究拠点における取
り組み状況と今後の研究戦略

村上弘治 , 福永亜矢子 2012.11 第 3 回根こぶ病研究会要旨集 *.14-17

16 新規作用点を有するオーキシン生合
成阻害剤の探索

添野和雄 , 山崎千秋 ( 横浜市立大学・
木原生物学研究所 ), 喜久里貢 ( 横浜
市立大学・木原生物学研究所 ), 成川
恵 ( 横浜市立大学・木原生物学研究
所 ), 佐藤明子 ( 横浜市立大学・木原
生物学研究所 ), 國土祐未子 , 石井貴
広 , 浅見忠男 ( 東京大学大学院・農学
生命科学研究科 ), 嶋田幸久 ( 横浜市
立大学・木原生物学研究所 )

2013.3 第 54 回日本植物生理学会年会
要旨集

*,320
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17 布団資材を用いたパイプハウスにお
ける省エネルギー効果と環境改善方
策の検討

川嶋浩樹 , 古市崇雄 ( 香川農試 ), 宮内
樹代史 ( 高知大 ), 直木武之介 ( 佐藤
産業（株）), 長崎裕司

2012.9 農業工学関連学会 2012 年合同
大会

*,O203

18 ハウスの被覆資材 川嶋浩樹 2012.11 農業施設学会シンポジウム第 2
部亜熱帯地域におけるこれから
の施設園芸

*,33-39

19 高保温性能で低コスト・高強度な次
世代型パイプハウスの開発

川嶋浩樹 2012.12 平成 24 年度農研機構国際シン
ポジウム「地域発低コスト・省
エネをめざした施設園芸イノベ
ーションシンポジウム」

*,52-57

20 ホウレンソウ連作土壌における糸状
菌群集構造の変動

須賀有子 , 佐藤恵利華 , 福永亜矢子 ,
池田順一

2012.6 日本土壌微生物学会 2012 年度
大会（神戸）講演要旨集

P-26

21 ダイズ原種ツルマメを寄主とする昆
虫の摂食量

菊地淳志 2013.3 第 57 回日本応用動物昆虫学会
大会要旨集

*,68

22「学校農園型」農業体験学習の教育的
効果

室岡順一 2012.8 日本環境教育学会第 23 回大会
（東京）研究発表要旨集

*,43

23 大麦硝子率とホルドインドリン遺伝
子の変異の関係

髙橋飛鳥 , 柳澤貴司 , 池田達哉 , 吉岡
藤治

2012.9 育種学研究 14( 別 2),242

24 農産物直売所による「出張直売」活
動の実態と意義 ‐ 中国地方の中山間
地域に立地する直売所の事例分析 ‐

室岡順一 2012.10 第 62 回地域農林経済学会大会
個別報告

25 Simple prediction of crude protein 
content in vegetation growing on 
abandoned land

堤道生 , 高橋佳孝 , 伊藤直弥 ( 山口県
農技セ ), 惠本茂樹 ( 山口県農技セ ),
佐原重行 ( 広島県総技研 ), 吉村知子 (
広島県総技研 ), 渡邉貴之 ( 家畜改良
セ )

2012.4 Proceedings of the 4th Japan-
China-Korea Grassland 
Conference

*,252-253

26 広域連携周年放牧を導入した肉用牛
繁殖システムの LCA

堤道生 , 引田久美子 ( 山口県農技セ ),
高橋佳孝 , 山本直幸

2012.11 システム農学 28( 別 2),49-
50

27 耕作放棄地で放牧牛が摂取する野草
の飼料価値の推定

堤道生 , 高橋佳孝 , 惠本茂樹 ( 山口県
農技セ ), 伊藤直弥 ( 山口県農技セ ),
大谷一郎 , 松本和典

2012.8 日本草地学会誌 58( 別 ),50

28 耕作放棄地への放牧を導入した肉用
牛繁殖システムの LCA：舎飼システ
ムとの比較

堤道生 , 引田久美子 ( 山口県農技セ ),
高橋佳孝 , 山本直幸

2012.8 日本草地学会誌 58( 別 ),51

29 耕作放棄地の持続的な放牧利用 堤道生 2012.8 日本草地学会誌 58( 別 ),31

30 簡易土壌水分計の指示値とカンキツ
の糖度との関係

黒瀬義孝 , 大濱秀一 ( 愛媛県産地育成
室 ), 根角博久

2013.3 日本農業気象学会 2013 年全国
大会講演要旨集

*,55

31 コンペネで水稲の苗立ちを予測する
　ー新たな分類指標の策定：岡山県
南部乾田直播少量播種圃場の場合－

望月秀俊 , 藤本寛 , 清水裕太 , 松森堅
治

2012.11 2012 年度土壌物理学会大会講
演要旨集

*,42-43

32 培養骨格筋細胞の脂肪酸酸化を促進
する食品成分の探索

阿部大吾 , 齋藤武 , 野方洋一 2013.3 日本農芸化学会 2013 年度大会
講演要旨集

33 ポリメトキシフラボンによるナチュ
ラルキラー細胞の活性化

齋藤武 , 阿部大吾 , 野方洋一 2012.8 日本食品科学工学会第 59 回大
会講演集

*,106

34 布団資材を用いたパイプハウスの熱
収支特性－裸地条件の場合－

松田周 , 柴田昇平 , 川嶋浩樹 2012.9 農業環境工学関連学会 2012 年
合同大会講演要旨集

*,O202

35 境界が海洋上に適用できる乱流シミ
ュレーションモデルの基礎的検討

松田周 , 柴田昇平 2012.11 中国・四国の農業気象 25,54-55

36 空撮による鉄コーティング種子直播
水田の生育評価

髙橋英博 , 山内稔 , 藪宏典 ( 広島農技
セ ), 伊藤純樹 ( 広島農技セ )

2013.3 平成 25 年度農作業学会春季大
会（農作業研究）

48( 別 1),5-6

37 飛ばないナミテントウにおける飛翔
能力の回復とその防止法の開発

世古智一 , 三浦一芸 2012.6 第 17 回農林害虫防除研究会報
告

*,31
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38 飛ばないテントウムシを利用した生
物的防除

世古智一 2012.7 日本学術会議公開シンポジウム
「新時代の昆虫科学を拓く 3」

*,16-17

39  飛ばないテントウムシの研究から見
た天敵育種の今後の展望

世古智一 , 三浦一芸 2012.10 日本応用動物昆虫学会中国支
部・日本昆虫学会中国支部合同
例会

*,*

40 飛翔能力を欠くテントウムシの品質
管理

世古智一 , 三浦一芸 2012.10 第 28 回個体群生態学会大会プ
ログラム・講演要旨集

*,38

41 天敵温存植物スカエボラが飛ばない
ナミテントウの定着に及ぼす効果

世古智一 , 安部順一朗 , 三浦一芸 2012.12 第 22 回天敵利用研究会倉敷大
会講演要旨

*,8

42 直売所切り花売場における消費者行
動の分析

吉田晋一 , 林寛子 ( 和歌山農試 ), 浅野
峻介 ( 奈良農総セ ), 藤岡唯志 ( 和歌
山農試 ), 藤根輝枝 ( 奈良農総セ )

2012.10 第 62 回地域農林経済学会大会 *,*

43 ニホンザルによる農作物被害および
追い払い対策への反応の季節差異
 

山田彩 2012.9 日本哺乳類学会 2012 年度大会
プログラム・講演要旨

*,150

44 丸形局所選択モデルを利用したニホ
ンザルの生息地選択評価

山田彩 , 清田雅史 ( 国際水産資源研究
所 ), 岡村寛 ( 中央水産研究所 ), 室山
泰之 ( 兵庫県立大学 )

2013.3 第 60 回生態学会大会要旨集 *,*

45 幼穂形成期の窒素追肥による水稲多
収品種の籾数増加とその限界

小林英和 , 千葉雅大 , 長田健二 2013.3 日本作物学会紀事 82( 別 1),40-
41

46 多様な流通チャネルを活用した有機
農産物等の販売実態と課題

尾島一史 , 佐藤豊信 ( 岡山大学 ), 駄田
井久 ( 岡山大学 )

2012.10 地域農林経済学会 *,*

47 農村畦畔におけるシバ植栽法の検討 伏見昭秀 2012.4 雑草研究 57（別号）, 
58

48 ダイズ新品種「はつさやか」の晩播
における青立ちの発生要因の解析

岡部昭典 2012.7 日本作物学会中国支部研究集録 52,39-40

49 無酸素水中条件下における水稲活性
化種子の子葉伸長とその機構

森伸介 , 藤本寛 , 岡部昭典 , 亀井雅浩 ,
山内稔

2012.9 日本土壌肥料学会講演要旨集 58,92

50 近畿中国四国地域における離農農家
の特徴と農家数・耕地面積の将来予
測

渡部博明 2012.9 平成 24 年度日本農業経営学会
研究大会報告要旨

*,62

51 ネギアザミウマ Thrips tabaci 生殖系
統識別の問題点

三浦一芸 , 十川和士 ( 香川農試 ), 渡邊
丈夫 ( 香川農試 )

2012.9 日本昆虫学会第 72 回大会講演
要旨

*,69

52 Changes in blood macrophage 
colony-stimulating factor 
concentration after artificial 
induction of abortion in Japanese 
Black cows 

大島一修 , 吉原一浩 , 小島孝敏 , 山本
直幸

2012.9 Placenta 33,A63

53 ネギアザミウマ Thrips tabaci 生殖系
統識別は可能か？

三浦一芸 , 十川和士 ( 香川農試 ), 渡邊
丈夫 ( 香川農試 )

2013.3 第 57 回日本応用動物昆虫学会
講演要旨集

*,207

54 四倍体フェストロリウム品種におけ
る形態及び関連形質の変異

上山泰史 , 米丸淳一 ( 農業生物資源研
究所 ), 久保田明人 , 秋山征夫

2012.8 日本草地学会誌 58( 別 ),78

55 温暖地における早播栽培がダイズ品
種の生育収量に及ぼす影響

岡部昭典 , 竹田博之 , 渡邊修一 2013.3 日本作物学会紀事 82（別 1）
,100-101

56 水稲穂の蒸散速度に関わる要因の解
析

千葉雅大 , 小林英和 , 長田健二 2013.3 日本作物学会紀事 82（別 1）, 
320-321

57 センチュウ被害度の異なるダイコン
の内部品質について

福永亜矢子 , 西川万貴 , 佐藤恵利華 ,
豊田剛己 ( 東京農工大 )

2012.9 日本土壌肥料学会講演要旨集 58,91

58 小型反射式光度計システムを用いた
ミズナのアスコルビン酸含量の簡易
測定法の検討

福永亜矢子 , 高澤弘明 ( 成美大学短期
大学部 ), 小山まなみ ( 成美大学短期
大学部 )

2012.9 園芸学研究 11( 別 ),532

59 アブラナ科野菜根こぶ病に対する土
壌還元消毒の効果

福永亜矢子 , 西川万貴 , 村上弘治 2013.3 園芸学研究 12( 別 ),389
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60 傾斜地の農業排水路床の粗粒化に影
響を及ぼす水制の土砂捕捉機能の実
験的検討

向井章恵 2012.11 農業農村工学会中国四国支部講
演会

*,85-87

61 放牧及び飼料イネ WCS 給与が黒毛和
種去勢牛の肥育成績、筋肉内遺伝子
発現に及ぼす影響

柴田昌宏 , 松本和典 , 曳野泰子 , 室谷
進 , 大江美香 , 中島郁世 , 千國幸一 ,
大谷一郎 , 山本直幸

2013.3 日本畜産学会第 116 回大会講演
要旨

*,109

62 製パンに適する米粉特性と酒米「山
田錦」の品質成分への気温の影響

船附稚子 2012.11 平成 24 年度日本応用糖質科学
会中国・四国支部会シンポジウ
ム

*, *

63 インド型水稲 ｢塩選 203 号｣ 由
来の玄米胴割れ耐性に関わる QTL

（ｑ GCR8）の選抜効果

中込弘二 , 太田久稔 , 福嶌陽 , 梶亮太 2012.9 育種学研究 第 14 巻別 2

64 糖鎖回収キットを用いた植物試料中
の糖鎖解析

川瀬眞市朗 , 大平陽一 2012.11. 第 6 回 GFRG 研究会シンポジウ
ム

*,91

65 米ぬかから水抽出される脂質の組成
および状態

川瀬眞市朗 2012.12 第 25 回植物脂質シンポジウム *,50

66 Analysis of lipids in water extracts 
from rice

川瀬眞市朗 2012.10 World congress on oleo science 
& 29th ISF congress

*,83

67 Analysis of glycan in water extracts 
containing lipids of rice

川瀬眞市朗 2012.10 World congress on oleo science 
& 29th ISF congress

*,83

68 カラシナ鋤き込み・被覆処理におけ
る処理方法および処理時期の違いが
夏作ホウレンソウの土壌病害軽減効
果に及ぼす影響
 

吉田祐子 , 竹原利明 , 須賀有子 , 伊藤
陽子 , 山崎敬亮 , 村上健二 , 生駒泰基

2012.9 園芸学研究 11( 別 2),454

69 遮光栽培期間中の日射量がホウレン
ソウの生育に及ぼす影響

吉田祐子 , 濵本浩 , 山崎敬亮 , 村上健
二 , 生駒泰基

2013.3 園芸学研究 12( 別 1),397

70 作業機 ECU の開発 奥野林太郎 2012.5 農業情報学会 2012 年度シンポ
ジウム・オーガナイズドセッシ
ョン・個別口頭発表講演要旨集

*,85-86

71 農作業ロボットにおける通信制御イ
ンターフェースの標準化（第３報）
農作業ロボット用作業機 ECU

奥野林太郎 , 西脇健太郎 , 元林浩太 ,
濱田安之 , 寺元郁博 , 杉浦綾 , 窪田潤 ,
高橋仁康

2012.9 農業環境工学関連学会 2012 年
合同大会

*,*

72 Development of a banker plant 
system for Aphidoletes aphidimyza 
(Diptera: Cecidomyiidae) to control 
aphids on sweet pepper from 
summer to autumn in Japan. 

安部順一朗 2012.8 XXIV International Congress of 
Entomology Program

*,86

73 景観植物を利用した植生管理技術に
よる害虫防除の取り組み．

安部順一朗 , 飛川光治 ( 岡山農水総セ
)

2012.8 第５回有機農業試験研究交流会
（鳥取）資料集

*,11

74 ナスの促成栽培施設における景観植
物スカエボラの混植による天敵温存
効果の検証．

安部順一朗 , 飛川光治 ( 岡山農水総セ
), 世古智一

2012.12 第 22 回天敵利用研究会倉敷大
会　講演要旨

*,7

75 ヤーコン新品種「アンデスの乙女」
の生育初期特性

杉浦誠 2012.12 日本作物学会四国支部会報 49,20-21

76 シコクビエ湛水栽培における発芽及
び初期生育

杉浦誠 2013.3 日本作物学会紀事 82( 別 1),422-
423

77 nit 変異株を用いた各地土壌のホウレ
ンソウ萎凋病発病リスク評価の可能
性

関口博之 , 竹原利明 , 富岡啓介 , 野見
山孝司 , 大崎秀樹 , 宮川久義 , 信濃卓
郎

2013.3 平成 25 年度日本植物病理学会
大会

*,142

78 ナス台木によるトマト黄化葉巻ウイ
ルスの感染抑制

大崎秀樹 , 野見山孝司 , 関口博之 , 富
岡啓介 , 宮川久義 , 竹原利明

2012.9 平成 24 年度日本植物病理学会
関西部会講演予稿集

*,59

79 ネギアザミウマ成虫によるアイリス
イエロースポットウイルスの獲得と
伝搬

石川浩一 , 米本謙悟 ( 徳島農研 ), 渡邊
丈夫 ( 香川農試 )

2012.11 第 57 回四国植物防疫研究協議
会大会講演要旨

*,7
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80 Application of life cycle assessment 
to forage production systems 
with special attention to regional 
management of organic resources: 
The case of a dairy production area 
in Hokkaido

志村もと子 , 髙橋英博 , 林清忠 , 松本
武彦 ( 道総研根釧農業試験場 ), 三枝
俊哉 ( 道総研根釧農業試験場 ), 松森
堅治

2012.11 The 10th International 
Conference on EcoBalance

*,*

81 多様な農業生産システムにおける温
室効果ガス排出量の削減ポテンシャ
ルの推計
 

志村もと子 , 髙橋英博 , 三枝俊哉 ( 根
釧農試 ), 伊藤千春 ( 秋田農試 ), 辻正
樹 ( 愛知農試 ), 渡邊修一 , 林清忠 , 松
森堅治

2013.3 第 8 回日本 LCA 学会研究発表会8144

82 ライムギ単播草地におけるイノシシ
による採食被害

上田弘則 , 江口祐輔 , 井上雅央 2012.9 日本哺乳類学会 2012 年度大会 *,154

83 畑期間を４～６年とする水田輪作体
系の成立要因と課題

坂本英美 , 渡部博明 , 千田雅之 2012.10 第 62 回地域農林経済学会大会
報告要旨

84 畑期間を４～６年とする水田輪作体
系の成立要因と今後の課題－岡山県
の集落営農法人を事例として－

坂本英美 , 渡部博明 , 千田雅之 2012.12 平成 24 年度近畿農業経営研究
会報告

*,*

85 ダイズの PSV 抵抗性遺伝子座 Rpsv1
に連鎖する DNA マーカーの開発

猿田正恭 , 髙田吉丈 , 髙橋浩司 , 加藤
信 , 小松邦彦 , 佐山貴司 ( 農業生物資
源研究所 ), 石本政男 ( 農業生物資源
研究所 )

2012.9 育種学研究 14（別 2）
,289

86 飼料用稲の飼料基地調製型収穫シス
テムと長稈対応収穫機

高橋仁康 , 亀井雅浩 , 窪田潤 , 寺元郁
博 , 奥野林太郎 , 佐藤達也

2012.9 農業環境工学関連学会 2012 年
合同大会講演要旨

*,*

87 レタスビッグベイン病の媒介菌
Olpidium virulentus の土壌中休眠胞
子密度と発病程度との関係

野見山孝司 , 笹谷孝英 , 関口博之 , 富
岡啓介 , 大崎秀樹 , 宮川久義 , 竹原利
明

2012.9 平成 24 年日本植物病理学会関
西部会プログラム・講演要旨予
稿集

*,37

88 ダイズの低温着色抵抗性の SMV によ
る褐斑形成への効果

猿田正恭 , 髙田吉丈 , 船附秀行 , 大西
志全 ( 北海道立総合研究機構 ), 三好
智明 ( 北海道立総合研究機構 )

2013.3 育種学研究 15( 別 1),114

89 ダイズの褐斑原因ウイルスとダイズ
の抵抗性

猿田正恭 2012.9 第 6 回ダイズ研究会 *,*

90 中空構造栽培槽を使用した 2 段式高
密植栽培に関する検討

山崎敬亮 , 長崎裕司 , 生駒泰基 , 村上
健二 , 吉田祐子 , 内山知二 ( 大阪環農
水総研 )

2012.9 日本生物環境工学会 2012 年東
京大会講演要旨

*,254-255

91 高設イチゴの促成栽培における一次
腋花房の出蕾の年次変動と培地冷却
による促進効果

山崎敬亮 , 熊倉裕史 , 濵本浩 2012.12 園芸学研究 11（別 2）
,429

92 イチゴ ‘ さちのか ’ の間欠冷蔵処理に
対する処理効果向上方策の検討

山崎敬亮 , 村上健二 , 吉田祐子 , 生駒
泰基 , 吉田裕一 ( 岡山大 )

2013.3 園芸学研究 12( 別 1),358

93 中空構造栽培槽の高密度栽培に対応
した水平移動機構の開発

長崎裕司 , 山崎敬亮 , 内山知二 ( 大阪
環農水総研 ), 佐野修司 ( 大阪環農水
総研 ), 西本登志 ( 奈良農総セ ), 松山
眞三 ( 大日本プラスチックス株 ), 遠
藤常嘉 ( 鳥取大 ), 隅谷智宏 (( 株 ) ヴ
ェイル )

2012.9 農業環境工学関連学会合同大会
講演要旨

*,B55

94 イチゴ高設栽培における気化熱を利
用した培地冷却技術

山崎敬亮 2012.10 平成 24 年度農研機構シンポジ
ウム「イチゴの安定生産技術と
新品種育成の最前線」

177 名

95 ダイズ子実中のサポニン生合成遺伝
子の解明と育種利用

髙田吉丈 2012.9 第 6 回ダイズ研究会 *,*

96 地域に根ざした農業施設研究－近畿
中国四国農業研究センターの取り組
み

長崎裕司 , 川嶋浩樹 , 畔柳武司 , 柴田
昇平 , 松田周

2012.9 農業環境工学関連学会 2012 年
合同大会講演要旨

*,O207

97 既存の土壌水分や地力養分の影響を
受けない栽培技術－プラスチック製
部材を用いた土壌水分の分離技術の
試行－

星典宏 , 植山秀紀 , 黒瀬義孝 , 根角博
久

2012.9 農業環境工学関連学会 2012 年
合同大会講演要旨集

*,*
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98 DNA マーカーから見た日本の稲品種
の成り立ち

出田収 2012.9 第 104 回日本食品衛生学会学術
講演会講演要旨集

*,33

99 園芸ハウス内の暑熱対策技術の開発
－パッドユニットの改良と形状の異
なる園芸ハウスへの適用

長崎裕司 , 村上健二 , 坂井田洋司 ( 揖
斐川工業 ), 嶋津光鑑 ( 岐阜大応用生
物科学部 ), 中西幸太郎 ( 兵庫農総セ ),
森川信也 ( 大阪環農水研 )

2013.3 農作業研究 48( 別１),49-
50

100 露地ナス栽培に対する点滴灌水導入
のライフサイクルアセスメント

渡邊修一 , 志村もと子 , 髙橋英博 , 松
森堅治 , 林清忠

2013.3 第 8 回日本 LCA 学会研究発表会
講演要旨集

8, 360-361

101 自動点滴かん水施肥システムを用い
たカンキツ幼木への節水型管理法の
検討

根角博久 , 瀧下文孝 , 星典宏 , 黒瀬義
孝 , 村上要三 ( 愛媛県東予地方居局今
治支局産地育成室 ), 井上久義

2012.9 園芸学研究 11（別冊 2）
,144

102 小型除草ロボットに適した草刈方式
の開発

長崎裕司 , 中元陽一 , 中土宜明 ( 新産
業創造研究機構 ), 平出吉孝 ( 明興産
業 ), 秋田健太郎 ( 明興産業 ), 土肥誠 (
島根大学 )

2013.3 農業機械学会関西支部報 113,14-15

103 パッチ型シートによる容易・安価・
明解な植物水分状態の評価手法の開
発

星典宏 , 横井秀輔 ( ライフケア技研株
式会社 ), 浜出絵理子 ( ライフケア技
研株式会社 ), 根角博久

2012.9 園芸学研究 11（別 2）
,321

104 中山間地域における園芸施設の暑熱
対策

柴田昇平 , 日高輝雄 ( 山口県農林総合
技術センター ), 鶴山浄真 ( 山口県農
林総合技術センター ), 笠原賢明

2012.11 中国・四国の農業気象 25,16-17

105 自動点滴かん水施肥システムを用い
たカンキツ幼木への節水管理法の検
討

根角博久 , 瀧下文孝 , 星典宏 , 黒瀬義
孝 , 村上要三 ( 愛媛産地育成室）, 井
上久義

2012.9 園芸学研究 11（別 2）
,144

106 イノシシは色を手がかりとして餌を
獲得できるか？

江口祐輔 , 奥山結花 ( 麻布大学 ), 堂山
宗一郎 ( 島根県 ), 植竹勝治 ( 麻布大
学 ), 田中智夫 ( 麻布大学 )

2012.9 日本哺乳類学会 2012 年度大会
プログラム・講演要旨集

*,153

107 イノシシの行動研究にもとづく被害
対策

江口祐輔 2012.9 日本哺乳類学会 2012 年度大会
プログラム・講演要旨集

*,20

108 気象庁数値予報モデルによる傾斜果
樹園地の気温予測

植山秀紀 , 星典宏 , 井上久義 , 根角博
久

2013.3 日本農業気象学会 2013 年全国
大会講演要旨集

*,38

109 牛ふん堆肥炭化物・灰化物の炭化・
灰化条件と微量要素供給能

石岡厳 , 渡邊修一 2012.12 土壌肥料学会関西支部会要旨集 48

110 露地ナスでの飛ばないナミテントウ
の放飼に適した齢期・密度の推定

世古智一 , 安部順一朗 , 三浦一芸 2013.3 第 57 回日本応用動物昆虫学会 *,26

111 小型除草ロボット用除草部の刈取り
性能

中元陽一 , 長崎裕司 2012.9 農業環境工学関連学会 2012 年
合同大会

'*,P58

112 単軌条運搬機の自動運転・自動誘導
技術の開発 ( 第 2 報 )

中元陽一 , 田中宏明 , 岡信光 2012.9 農業環境工学関連学会 2012 年
合同大会

*,P60

113 モノレールの停止位置自動制御技術 中元陽一 , 田中宏明 , 岡信光 2012.11 第 55 回自動制御連合講演会 *,'1K301

114 農業生物資源ジーンバンク事業の植
物ウイルスとウイロイド

富岡啓介 , 佐藤豊三 ( 生物研 ), 花田薫
( 生物研 ), 山崎福容 ( 生物研 ), 永井利
郎 ( 生物研 ), 澤田宏之 ( 生物研 ), 竹
谷勝 ( 生物研 ), 青木孝之 ( 生物研 )

2012.6 日本微生物資源学会誌 28 (1), 71

115 Pythium myriotylum Drechsler によ
るダイズ苗立枯病（病原追加）

富岡啓介 , 竹原利明 , 宮川久義 , 大崎
秀樹 , 関口博之 , 野見山孝司 , 景山幸
二 ( 岐阜大 )

2013.2 日本植物病理学会報 79 (1), 52

116 庇蔭および放牧条件におけるセント
オーガスチングラスの生育と施肥の
効果

大谷一郎 , 高橋佳孝 , 堤道生 2013.3 日本草地学会誌 59（別）,71

117 オオムギ 1HS 染色体断片転座による
コムギ生地物性の向上

池田達哉 , 高田兼則 , 栗本洋一 ( 日本
製粉 ), 寺沢洋平 , 谷中美貴子 , 武田真
( 岡山大 )

2013.3 育種学研究 15（別 1）
,142

118 Comparison of glutenin subunit 
composition among Australian and 
Norh American wheat classes

池田達哉 , 高田兼則 2012.8 11th International Gluten 
Workshop

*,28
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119 各種輸入小麦の遺伝的特性と各種国
内産小麦の特性

池田達哉 2012.12 第 4 回グルテン研究会 *.*

120 穀類由来廃棄物から水抽出される脂
質の解析

川瀬眞市朗 2013.3 日本作物学会第 235 回講演会 82( 別 1),404-
405

121 イネ科農作物ぬかのオリゴ糖鎖解析
とその比較

川瀬眞市朗 2013.3 日本作物学会第 235 回講演会 82( 別 1),402-
403

122 アブラナ科作物等の鋤き込みを利用
した病害防除

竹原利明 2012.9 日本植物病理学会 土壌伝染病談
話会レポート

26,30-38

123 鶏卵生産農場周辺の土壌，地下水中
の窒素濃度分布

松森堅治 , 石岡厳 , 志村もと子 , 渡邊
修一 , 望月秀俊 , 清水裕太

2012.9 日本土壌肥料学会講演要旨集 58,18

124 非アルコール性脂肪性肝炎に対する
「小麦種皮ふすまペプチド」の有効性
と安全性に関する基礎的研究

上野隆登 ( 久留米大学先端癌治療研
究センター ), 野方洋一 , 中村アンナ (
久留米大学先端癌治療研究センター
), 中村徹 ( 久留米大学医学部内科学講
座消化器部門 ), 増田裕 ( 久留米大学
医学部内科学講座消化器部門 ), 古賀
浩徳 ( 久留米大学医学部内科学講座
消化器部門 ), 鳥村拓司 ( 久留米大学
医学部内科学講座消化器部門 ), 馬場
真二 ( 朝倉医師会病院 ), 田口順 ( 朝
倉医師会病院 ), 石井邦英 ( 朝倉医師
会病院 ), 佐田道夫 ( 久留米大学先端
癌治療センター )

2012.6 肝臓 53(1), A484

125 外来植物の分布に影響を及ぼす土壌
特性の影響：アロフェン黒ぼく土と
非アロフェン黒ぼく土の比較

森田沙綾香 ( 農業環境技術研究所 ),
楠本良延 ( 農業環境技術研究所 ), 小
柳知代 ( 早稲田大学 ), 横川昌史 ( 京都
大学 ), 高橋佳孝 , 伊藤豊彰 ( 東北大学
), 平舘俊太郎 ( 農業環境技術研究所 )

2012.9 日本土壌肥料科学会講演要旨第
58 集

*,125

126 ダイズ種子において、登熟温度の違
いがフラボノイド生合成関連遺伝子
の発現に与える影響

鳥井綾子 ( 北大院農 ), 金丸京平 ( 北
大院農 ), 船附秀行 , 喜多村啓介 ( 北大
院農 ), 阿部純 ( 北大院農 ), 山田哲也 (
北大院農 )

2012.9 育種学研究 14( 別 2),151

127 オーキシン生合成酵素 YUCCA 阻害
剤の発見とその生理作用

山崎千秋 ( 横浜市立大学・木原生物
学研究所 ), 佐藤明子 ( 横浜市立大学・
木原生物学研究所 ), 谷川友栄 ( 横
浜市立大学・木原生物学研究所 
), 三井麻利江 ( 横浜市立大学・木原生
物学研究所 ), 鈴木優志 ( 横浜市立大
学・木原生物学研究所 ), 國土祐未子 ,
石井貴広 , 添野和雄 , 嶋田幸久 ( 横浜
市立大学・木原生物学研究所 )

2013.3 第 54 回日本植物生理学会年会
要旨集

*,185

128 YUCCA を標的とする新型オーキシン
生合成阻害剤の開発   
    
 

山崎千秋 ( 横浜市立大学・木原生物
学研究所 ), 佐藤明子 ( 横浜市立大学・
木原生物学研究所 ), 谷川友栄 ( 横浜
市立大学・木原生物学研究所 ), 三井
麻利江 ( 横浜市立大学・木原生物学
研究所 ), 鈴木優志 ( 横浜市立大学・
木原生物学研究所 ), 國土祐未子 , 石
井貴広 , 添野和雄 , 嶋田幸久 ( 横浜市
立大学・木原生物学研究所 )

2013.3 日本農芸化学会 2013 年度大会
講演要旨集

*,2A44a03

129 布団状被覆資材国内試作品の断熱性
能

瀧澤直希 ( 東海大 ), 林真紀夫 ( 東海大
), 黒田翔太 ( 東海大 ), 川嶋浩樹 , 長崎
裕司 , 直木武之介 ( 佐藤産業（株）),
遠藤薫 ( 東京化セン（株）), 山中康弘
( クラレトレーディング ), 山口智治 (
前・筑波大 )

2012.9 農業工学関連学会 2012 年合同
大会

*,O201

130 保温性向上のための高断熱性資材の
利用が秋ギクの生育および開花に及
ぼす影響

古市崇雄 ( 香川農試 ), 川嶋浩樹 2012.9 園芸学研究 11( 別 2),259
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131 生地物性と製パン適性から考察する
山口県産小麦粉ニシノカオリの活用
 

高橋肇 ( 山口大学 ), 高田兼則 , 東野秀
子 ( 山口大学 )

2012.5 第 6 回日本食育学・学術大会講
演要旨集

*,81

132 阿蘇東外輪山における樹林の伐採に
よる草原再生に伴う植生の変化

横川昌史 ( 大阪市立自然博 ), 井上雅
仁 ( 三瓶自然館 ), 堤道生 , 白川勝信 (
高原の自然館 ), 高橋佳孝 , 井鷺裕司 (
京大 )

2013.3 第 60 回日本生態学会大会講演
要旨集

*,342

133 Analysis of transfer of latent heat in 
soil

坂口巌 ( 名古屋大学　エコトピア科
学研究所 ), 望月秀俊 , 粕渕辰昭 ( 山形
大学　農学部 ), 片山新太 ( 山形大学
　農学部 )

2012.11 ABSTRACT First International 
Symposium on Advanced 
Water Science and Technology 
(ISAWST-1)

*,*

134 農産物直売所における切り花の商品
管理の現状と課題

林寛子 ( 和歌山農試 ), 神谷桂 ( 和歌山
農大 ), 辻和良 ( 和歌山農試 ), 平岡美
紀 ( 奈良県農林部マーケティング課 ),
吉田晋一

2012.9 平成 24 年度日本農業経営学会
研究大会報告要旨

*,146-147

135 消費者の切り花の購買実態と選好基
準

林寛子 ( 和歌山農試 ), 神谷桂 ( 和歌
山農大 ), 吉田晋一 , 平岡美紀 ( 奈良県
農林部マーケティング課 ), 浅野峻介 (
奈良農総セ ), 藤根輝枝 ( 奈良農総セ )

2012.10 第 62 回地域農林経済学会大会 *,*

136 伝統的な植物利用も絶滅の危機？ ‐
熊本県阿蘇地方における盆花の種多
様性の減少と種組成の地域変異 ‐

横川昌史 ( 大阪市立自然博 ), 大滝典
雄 ( 元熊本県畜試阿蘇支場 ), 高橋佳
孝

2013.3 植物分類学会第 12 回大会 研究
発表要旨集

*,51

137 飼料イネ栽培における施肥設計支援
システムの開発
 
家畜ふん堆肥の肥料的効果の評価　
第 10 報

大家理哉 ( 岡山県農林水産総合セン
ター ), 森次真一 ( 岡山県農林水産総
合センター ), 鷲尾建紀 ( 岡山県農林
水産総合センター ), 高津あさ美 ( 岡
山県農林水産総合センター ), 高原知
佳子 ( 岡山県農林水産総合センター
), 藤本寛 , 亀井雅浩 , 石橋英二 ( 岡山
県農林水産総合センター ), 高野和夫 (
岡山県農林水産総合センター )

2012.9 日本土壌肥料学会講演要旨集 58136

138 転作田における麦・大豆２毛作の成
立条件に関する考察

坂本英美 , 渡部博明 , 千田雅之 2012.10 第 62 回地域農林経済学会大会 *,40

139 アメンボタマゴクロバチ
（Tiphodytes）属の DNA による分類

西森敬晃 ( 広島大 ), 三浦一芸 , 山岸健
三 ( 名城大 )

2012.9 日本昆虫学会第 72 回大会講演
要旨

*,43

140 ミンミンゼミの形態的・地理的変異
と遺伝子変異について

横地亮裕 ( 広島大 ), 三浦一芸 , 山岸健
三 ( 名城大 )

2012.9 日本昆虫学会第 72 回大会講演
要旨

*,64

141 ヤマトシジミにおける Wolbachia 感
染は季節変動を示さない

角拓人 ( 岡山大 ), 三浦一芸 , 宮竹貴久
( 岡山大 )

2012.11 第 31 回日本動物行動学会大会
講演要旨集

*,31

142 四国に生息する生殖型の異なるネギ
アザミウマの薬剤感受性について

十川和士 ( 香川農試 ), 渡邊丈夫 ( 香
川農試 ), 三浦一芸 , 伊藤政雄 ( 高知農
研 )

2013.3 第 57 回日本応用動物昆虫学会
講演要旨集

*,72

143 外来性オカダンゴムシの侵略状況と
在来コシビロダンゴムシ類について

宮竹貴久 ( 岡山大 ), 澤谷祐輝 ( 岡山大
), 角拓人 ( 岡山大 ), 高橋祐衣 ( 岡山大
), 三浦一芸

2013.3 第 57 回日本応用動物昆虫学会
講演要旨集

*,137

144 複数のヒラタコクヌストモドキ系統
における Wolbachia 感染について

角拓人 ( 岡山大 ), 三浦一芸 , 宮竹貴久
( 岡山大 )

2013.3 第 57 回日本応用動物昆虫学会
講演要旨集

*,163

145 ヤドカリタマバチ族（膜翅目：タマ
バチ科）の形態学的特徴を持つがゴ
ール形成蜂と考えられる未記載種の
発見

阿部芳久 ( 九州大 ), 井手竜也 ( 九州大
), 山岸健三 ( 名城大 ), 鈴木彩夏 ( 名城
大 ), 三浦一芸

2012.9 日本昆虫学会第 72 回大会講演
要旨

*,43

146 リジン代謝経路による筋肉遊離グル
タミン酸量制御メカニズムの検討

柴田昌宏 , 小林裕之 ( 新潟大学 ), 石
川玄 ( ヒューマンメタボロームテク
ノロジーズ ), 久保田真敏 ( 新潟大学
), 門脇基二 ( 新潟大学 ), 藤村忍 ( 新潟
大学 )

2013.3 日本畜産学会第 116 回大会講演
要旨

*,129
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147 Effects of ingestion of water extracts 
of Triticum aestivum on the central 
and peripheral nervous systems

IzumiI Yamasaki( 株式会社ファンケ
ル ),Masayoshi Yamada( 株式会社フ
ァンケル ),Nobuo Uotsu Uotsu( 株式
会社ファンケル ), 池田達哉 , 高田兼
則 , 川瀬眞市朗 ,Yasunari Ogihara( 横
浜市立大学 ),Sachiyuki Teramoto( 佐
賀大学 ),Koji Yamaguchi( 株式会社フ
ァンケル )

2012.12 2012 Annual Conference 
The International Society for 
Nutraceuticals and Functional 
Foods

*,187

148 構造方程式モデル (SEM) による多形
質間の因果関係の推定 : 出穂期遺伝
子の直接的・間接的影響を分離でき
るのか

小野木章雄 ( 東京大 ), 出田収 , 江花薫
子 ( 生物研 ), 吉岡拓磨 ( 神戸大 ), 山
崎将紀 ( 神戸大 ), 岩田洋佳 ( 東京大 )

2012.9 育種学研究 14(2),102

149 A pteromalid (Hymenoptera: 
Chalcidoidea) parasitizing larvae of 
Aphidoletes aphidimyza (Diptera: 
Cecidomyiidae) and the first finding 
of the facial pit in Chalcidoidea

Kazunori Matsuo( 九州大学 ), 安部順
一朗 ,Kanako Atomura( 横浜植防 )

2012.8 XXIV International Congress of 
Entomology Program

*,159

150 DAS-ELISA 法を利用した多頭検定に
よる IYSV 早期侵入診断法の開発

芝章二 ( 愛媛農林水研 ), 黒田剛 ( 愛
媛農林水研 ), 楠元智子 ( 愛媛県農林
水産部農産園芸課 ), 石川浩一 , 渡邊
丈夫 ( 香川農試 )

2012.11 第 57 回四国植物防疫研究協議
会大会講演要旨

*,6

151 The Nitrogen Runoff Characteristics 
in Agricultural Watersheds after 
Enforcement of Animal Waste 
Regulation

宗岡寿美 ( 帯広畜産大 ), 山崎由理 ( 帯
広畜産大 ), 若生沙智代 ( 茨城県 ), 志
村もと子 , 吉野邦彦 ( 筑波大 ), 辻修 (
帯広畜産大 ), 田渕俊雄 ( 元東大教授 )

2013.1 The 4th International 
Conference on Environmental 
and Rural Development

*,*

152 The Difference of Agricultural Land 
Use in Watersheds and Long Term 
Fluctuation on the River Water 
Quality

山崎由理 ( 帯広畜産大 ), 宗岡寿美 ( 帯
広畜産大 ), 若生沙智代 ( 茨城県 ), 志
村もと子 , 吉野邦彦 ( 筑波大学 ), 辻修
( 帯広畜産大 ), 田渕俊雄 ( 元東大教授
)

2013.1 The 4th International 
Conference on Environmental 
and Rural Development

*,*

153 三瓶山火入れ草原におけるオキナグ
サの生育環境

井上雅仁 ( 三瓶自然館 ), 高橋佳孝 , 堤
道生

2013.3 第 60 回日本生態学会大会講演
要旨集

*,333

154 中空構造栽培槽を用いたイチゴ育苗
（２）中空部の加温が培地および培地
近傍の温度環境に及ぼす影響

内山知二 ( 大阪環農水総研 ), 佐野修
司 ( 大阪環農水総研 ), 工藤渚 ( 鳥取
大 ), 中村麻里子 ( 鳥取大 ), 遠藤常嘉 (
鳥取大 ), 西本登志 ( 奈良農総セ ), 安
川人央 ( 奈良農総セ ), 長崎裕司 , 山崎
敬亮 , 松山眞三 ( 大日本プラスチック
ス株 ), 隅谷智宏 (( 株 ) ヴェイル )

2013.3 園芸学研究 12( 別 1),365

155 中空構造栽培槽を用いたイチゴ育苗
（１）灌水量と流亡成分量の異なる育
苗が定植後初期生育に及ぼす影響

佐野修司 ( 大阪環農水総研 ), 内山知
二 ( 大阪環農水総研 ), 工藤渚 ( 鳥取
大 ), 中村麻里子 ( 鳥取大 ), 遠藤常嘉 (
鳥取大 ), 西本登志 ( 奈良農総セ ), 安
川人央 ( 奈良農総セ ), 長崎裕司 , 山崎
敬亮 , 松山眞三 ( 大日本プラスチック
ス株 ), 隅谷智宏 (( 株 ) ヴェイル )

2013.3 園芸学研究 12( 別 1),364

156 中空構造栽培槽によるイチゴの多段
直接採苗が苗生産効率と苗生育に及
ぼす影響
 

内山知二 ( 大阪環農水総研 ), 西本登
志 ( 奈良農総セ ), 安川人央 ( 奈良農
総セ ), 長崎裕司 , 山崎敬亮 , 佐野修司
( 大阪環農水総研 ), 遠藤常嘉 ( 鳥取大
), 工藤渚 ( 鳥取大 ), 中村麻里子 ( 鳥取
大 ), 松山眞三 ( 大日本プラスチック
ス株 ), 隅谷智宏 (( 株 ) ヴェイル )

2013.3 農作業研究 48( 別 1),85-
86 

157 中空構造栽培槽の空間緑化基盤とし
ての特性とイチゴおよびレタスの生
育

内山知二 ( 大阪環農水総研 ), 西本登
志 ( 奈良農総セ ), 安川人央 ( 奈良農
総セ ), 長崎裕司 , 山崎敬亮 , 佐野修司
( 大阪環農水総研 ), 遠藤常嘉 ( 鳥取大
), 工藤渚 ( 鳥取大 ), 中村麻里子 ( 鳥取
大 ), 松山眞三 ( 大日本プラスチック
ス株 ), 隅谷智宏 (( 株 ) ヴェイル )

2012.9 園芸学研究 11( 別 2),437
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158 水平移動機構を利用した中空構造栽
培槽によるイチゴの段差付き直接採
苗法

佐野修司 ( 大阪環農水総研 ), 内山知
二 ( 大阪環農水総研 ), 長崎裕司 , 山崎
敬亮 , 西本登志 ( 奈良農総セ ), 安川人
央 ( 奈良農総セ ), 遠藤常嘉 ( 鳥取大 ),
工藤渚 ( 鳥取大 ), 松山眞三 ( 大日本プ
ラスチックス株 ), 隅谷智宏 (( 株 ) ヴ
ェイル )

2012.9 園芸学研究 11( 別 2),439

159 Relationships of social behaviors 
with neonatal plasma oxytocin in 
heifer calves

矢用健一 ( 農業生物資源研究所 ), 伊
藤秀一 ( 東海大学 ), 山本直幸

2012.8 Proceedings of the 46th 
Congress of the International 
Society for Applied Ethology

*,198

160 ダイズサポニンの多様性をもたらす
遺伝子群の解析

高木恭子 ( 生物研 ), 髙田吉丈 , 佐山貴
司 ( 生物研 ), 笹間博子 ( 生物研 ), 猿
田正恭 , 菊池彰夫 , 加藤信 , 塚本知玄
( 岩手大院農 ), 石本政男 ( 生物研 )

2012.8. 第 30 回日本植物細胞分子生物
学会講演要旨

*,66

161 多段階 MS 分析を用いた大豆種子未
同定サポニン成分の化学構造推定

高橋祐也 ( 岩手大 ), 今健亘 ( 岩手大 ),
本多のぞみ ( 岩手大 ), 髙田吉丈 , 菊池
彰夫 , 石本政男 ( 生物研 ), 村岡宏樹 (
岩手大 ), 小川智 ( 岩手大 ), 塚本知玄 (
岩手大院農 )

2012.8 日本食品科学工学会 第 59 回大
会講演集

*,147

162 大豆種子子葉部で検出される不快味
成分ソヤサポゲノール A サポニン配
糖体

塚本知玄 ( 岩手大院農 ), 高橋祐也 ( 岩
手大 ), 伊藤綾香 ( 岩手大 ), 小枝香苗 (
岩手大 ), 菊池彰夫 , 髙田吉丈 , 石本政
男 ( 生物研 )

2012.8 日本食品科学工学会 第 59 回大
会講演集

*,147

163 Genetic analyses of genes 
contributing to structural diversity of 
saponins in soybean

高木恭子 ( 生物研 ), 髙田吉丈 , 佐山貴
司 ( 生物研 ), 笹間博子 ( 生物研 ), 猿
田正恭 , 菊池彰夫 , 加藤信 , 塚本知玄
( 岩手大院農 ), 石本政男 ( 生物研 )

2012.10 10th International Congress on 
Plant Molecular Biology

*,31

164 硝子率が低く精麦品質が優れる裸麦
品種「ハルヒメボシ」

吉岡藤治 , 髙橋飛鳥 , 柳澤貴司 , 長嶺
敬 , 高山敏之 , 土井芳憲 , 松中仁 , 藤
田雅也 , 土門英司 ( 生物研 ), 杉浦誠 ,
伊藤昌光 ( 生物研 )

2012.9 育種学研究 14( 別 2),184

165 リアルタイム PCR による線虫密度診
断技術

豊田剛己 ( 東京農工大 ), 佐藤恵利華 2012.12 NEMATOLOGICAL REAEARCH 42,37-38

166 餘慶寺千手観音の胎内より発見され
た江戸初期米の遺伝子解析

岡田充泰 ( 就実大学薬学部 ), 森宏樹 (
就実大学教育学部 ), 土井通弘 ( 就実
大学大学院人文科学研究科 ), 出田収
, 中西徹 ( 就実大学大学院医療薬学研
究科 )

2012.9 第 104 回日本食品衛生学会学術
講演会講演要旨集

*,138

167 中山間地域における新たなトマト生
産システムの提案－低コストな好換
気性ハウスや自動灌水装置による夏
秋トマト低段密植２作採り

長崎裕司 , 杉浦誠 , 柴田昇平 , 川嶋浩
樹 , 畔柳武司 , 木下貴文 , 堀江達哉 ,
日高輝雄 ( 山口農総セ ), 古橋典子 (
山口農総セ ), 岡田牧恵 ( 広島農技セ ),
山本和博 ( 愛媛農水研 )

2013.3 農作業研究 48( 別 1),83-
84

168 極早生ウンシュウ ‘ 崎久保早生 ’ の栽
培におけるマルドリ方式の高度利用
に関する研究　第 1 報　樹体水分ス
トレスの簡易指標の利用特性

須崎徳高 ( 三重農研紀南 ), 市ノ木山
浩道 ( 三重農研紀南 ), 上西啓資 ( 三
重紀州農改普セ ), 藤田絢香 ( 三重紀
州農改普セ ), 渡邊雅史 ( 三重紀州農
改普セ ), 星典宏 , 根角博久

2012.9 園芸学研究 11（別冊 2）
,105

169 極早生ウンシュウ ' 崎久保早生 ' の栽
培におけるマルドリ方式の高度利用
に関する研究　第 2 報 簡易指標に基
づいた樹の水分状態の制御事例

藤田絢香 ( 三重紀州農会普セ ), 渡邊
雅史 ( 三重紀州農会普セ ), 上西啓資 (
三重紀州農会普セ ), 須崎徳高 ( 三重
農 j 研紀南 ), 市ノ木山浩道 ( 三重農 j
研紀南 ), 星典宏 , 根角博久

2012.9 園芸学研究 11（別冊 2）
,106

170 夏季の 1 日当たりの点滴かん水量の
違いがレモンの果実形質とＴＤＲ値
に及ぼす影響

赤坂信二 ( 広島総研農技セ ), 塩田俊 (
広島総研農技セ ), 星典宏 , 根角博久

2012.9 園芸学研究 11（別冊 2）
,105

171 極早生ウンシュウ ‘ 崎久保早生 ’ の栽
培におけるマルドリ方式の高度利用
に関する研究　第 1 報樹体水分スト
レスの簡易指標の利用特性

須崎徳高 ( 三重農研紀南 ), 市ノ木山
浩道 ( 三重農研紀南 ), 上西啓資 ( 三重
紀州農改普及センタ ), 藤田絢香 ( 三
重紀州農改普及センタ ), 星典宏 , 根
角博久

2012.9 園芸学研究 11（別 2）
,105
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172 極早生ウンシュウ ‘ 崎久保早生 ’ の栽
培におけるマルドリ方式の高度利用
に関する研究　第 2 報　簡易指標に
基づいた樹の水分状態の制御事例

藤田絢香 ( 三重紀州農改普及センタ ),
渡邉雅史 ( 三重紀州農改普及センタ ),
上西啓資 ( 三重紀州農改普及センタ ),
須崎徳高 ( 三重農研紀南 ), 星典宏 , 根
角博久

2012.9 園芸学研究 11（別 2）
,106

173 夏季の 1 日当たりの点滴かん水量の
違いがレモンの果実形質と TDR 値に
及ぼす影響

赤坂信ニ ( 広島総研農技センタ ), 塩
田俊 ( 広島総研農技センタ ), 星典宏 ,
根角博久

2012.9 園芸学研究 11（別 2）
,143

174 堆肥施用により無機肥料を削減した
キャベツ - スイートコーン生産体系
における LC-GHG 排出量の推計

辻正樹 ( 愛知県農業総合試験場 ), 池
田彰弘 ( 愛知県農業総合試験場 ), 糟
谷真宏 ( 愛知県農業総合試験場 ), 志
村もと子 , 林清忠

2013.3 第 8 回日本 LCA 学会研究発表会
講演要旨集

8362

175 畦畔除草ロボットの開発 中土宜明 ( 新産業創造研究機構 ), 土
肥誠 ( 島根大学 ), 近藤直 ( 京都大学 ),
中元陽一 , 大嶺政朗 , 安部聖 ( 島根県
中山間地域研究センター ), 平出吉孝
( 明興産業 ), 菊池日出男 ( システムワ
ット )

2012.11 第 55 回自動制御連合講演会 *,'1K304

176 畦畔除草ロボットの開発 中土宜明 ( 新産業創造研究機構 ), 土
肥誠 ( 島根大学 ), 長崎裕司 , 中元陽
一 , 平出吉孝 ( 明興産業 ), 秋田健太郎
( 明興産業 )

2012.5 日本機械学会ロボティクス・メ
カトロニクス講演会 2012in 浜
松

,1A1-H05

177 農業生物資源ジーンバンクに保存さ
れる卵菌類培養株の同定の検証

埋橋志穂美 ( 生物研 ), 富岡啓介 , 青
木孝之 ( 生物研 ), 澤田宏之 ( 生物研 ),
永井利郎 ( 生物研 ), 井垣善美 ( 生物
研 ), 佐藤豊三 ( 生物研 )

2012.5 日本菌学会第 56 回大会講演要
旨集

*, 38

178 納豆種菌 [Bacillus subtilis (natto)] が
生産する欠損ファージ

永井利郎 ( 生物研 ), 富岡啓介 , 澤田宏
之 ( 生物研 ), 青木孝之 ( 生物研 ), 佐
藤豊三 ( 生物研 )

2012.6 日本微生物資源学会誌 28 (1), 66

179 絶対寄生菌類である白さび病菌の液
体窒素気相による長期安定保存技術

佐藤豊三 ( 生物研 ), 埋橋志穂美 ( 生
物研 ), 富岡啓介 , 中島比呂美 ( 生物研
), 澤田宏之 ( 生物研 ), 永井利郎 ( 生物
研 ), 青木孝之 ( 生物研 )

2012.6 日本微生物資源学会誌 28 (1), 70

180 農業生物資源ジーンバンク事業の微
生物部門（MAFF）における 2011 年
の活動と成果

澤田宏之 ( 生物研 ), 青木孝之 ( 生物研
), 佐藤豊三 ( 生物研 ), 富岡啓介 , 永井
利郎 ( 生物研 ), 竹谷勝 ( 生物研 ), 山
崎福容 ( 生物研 ), 中島比呂美 ( 生物
研 ), 熊谷みどり ( 生物研 ), 河瀨眞琴 (
生物研 )

2012.6 日本微生物資源学会誌 28 (1), 72

181 各種植物の炭疽病を引き起こす
Colletotrichum acutatum 種複合体菌
株の再同定および培養・形態特性

佐藤豊三 ( 生物研 ), 森脇丈治 ( 富山
園研 ), 富岡啓介

2012.8 日本植物病理学会報 78 (3), 184-
185

182 オオムギ属における Hordoindoline
遺伝子の種間変異に関する解析

寺沢洋平 ,S. ラーマン ( 近農研 ), 高田
兼則 , 池田達哉

2012.9 育種学研究　 14（別 1）
.116

183 クラブコムギ由来のグルテニンサブ
ユニットがコムギ粉の SDS 沈降量に
及ぼす影響

吉村康弘 ( 道総研 ), 池田達哉 2012.9 育種学研究 14（別 1）
.154

184 Genetic variation of dough properties 
independent of high and low 
molecular weight glutenin subunit 
genes in wheat

太田宇香 ( ホクレン農総研 ), 池田達
哉 , 乕田淳史 ( ホクレン農総研 ), 林将
也 ( ホクレン農総研 ), 筒井一郎 ( ホ
クレン農総研 ), 田中由紀 ( ホクレン
農総研 ), 北智幸 ( ホクレン農総研 )

2012.8 11th International Gluten 
Workshop

*,59

185 グルテニンサブユニット構成とは独
立に生地物性に影響を及ぼす要因に
ついて

太田宇香 ( ホクレン農総研 ), 池田達
哉 , 乕田淳史 ( ホクレン農総研 ), 林将
也 ( ホクレン農総研 ), 筒井一郎 ( ホ
クレン農総研 ), 田中由紀 ( ホクレン
農総研 ), 北智幸 ( ホクレン農総研 )

2012.12 第 4 回グルテン研究会 *.*

186 北見農試・春まき（パン用）小麦育
種における品質関連遺伝子型の構成

来嶋正朋 ( 道総研 ), 足利奈奈 ( 道総研
), 西村努 ( 道総研 ), 鈴木孝子 ( 道総研
), 池田達哉 , 神野裕信 ( 道総研 )

2012.12 第 4 回グルテン研究会 *.*

－48－



Ⅴ　研究情報活動 Ⅴ　研究情報活動

No. 研究成果のタイトル等
著者名等 

（アルファベット順）
年 . 月 雑誌名等 巻（号）, 頁

187 トマトの低段密植栽培における肥効
調節型肥料を用いた簡易肥培管理技
術の開発

木下貴文 , 杉浦誠 , 長崎裕司 2013.3 園芸学研究 12( 別 1),339

188 簡易設置パッドアンドファン冷房が
水分ストレス下における野菜類の光
合成および蒸散に与える影響

村上健二 , 生駒泰基 , 山崎敬亮 , 吉田
祐子 , 長崎裕司 , 濵本浩 , 嶋津光鑑 (
岐阜大学応用生物科学部 )

2012.12 平成 24 年度農研機構国際シン
ポジウム　「地域発　低コスト・
省エネを目指した施設園芸イノ
ベーションシンポジウム」

*,15

189 布団ハウスの熱環境計測と熱収支特
性

松田周 2013.1 平成 24 年度　地域産学連携支
援委託事業　話題提供資料

*,1-2

190「防根給水ひも」によるトマトの新た
な栽培手法    

木下貴文 2012.12 2012 年度 ( 平成 24 年度 ) 農
研機構シンポジウム「地域発低
コスト・省エネをめざした施設
園芸イノベーションシンポジウ
ム」

*

191 卵寄生蜂の雌間闘争について 三浦一芸 2012.9 日本昆虫学会第 72 回大会講演
要旨

*,97

192  PCR で薬剤抵抗性個体識別をする方
法の紹介

三浦一芸 2013.3 第 57 回日本応用動物昆虫学会
講演要旨集

*,71

193 地下水位制御システム（FOEAS）を
利用したダイズの梅雨明け直後播種
の出芽安定向上（ポスター発表）

竹田博之 2012.12 中央農業総合研究センターシン
ポジウム「転換期の水田農業と
その展開方向」

*

194 平成時代における研究と育児の両立 船附稚子 2012.9 育種学研究 14 (2),  33

195 布団ハウスの熱収支特性－裸地条件
の場合－

松田周 2012.12 平成 24 年度　農研機構国際シ
ンポジウム　ポスターセッショ
ン資料

*,21

196 新たなハウス内冷房システムの開発
－簡易設置型パッドアンドファン－

長崎裕司 2012.12 平成 24 年度農研機構シンポジ
ウム「地域発低コスト・省エネ
をめざした施設園芸イノベーシ
ョンシンポジウム」ポスターセ
ッション

*,*

197 細霧ノズル付循環扇を用いた簡易な
細霧冷房システム

柴田昇平 2012.12 地域発低コスト・省エネをめざ
した施設園芸イノベーションシ
ンポジウムポスターセッション
資料

*,13

198 モリブデンを用いた直播技術－近中
四農研における連絡試験と鉄コ－テ
ィング直播技術との併用効果－

森伸介 2012.9 日本作物学会小集会　モリブデ
ンを用いた水稲直播技術に関す
る情報交換会

*,*

199 日本農作業学会平成 25 年度春季大
会テーマセッション「地域発、農作
業研究に期待する－野菜生産を中心
に」

長崎裕司 2013.3 農作業研究 48( 別 1),137-
138 
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1 頭脳循環を加速する若手研究者戦略
的海外派遣プログラム

柴田昌宏 , 後藤貴文 ( 九州大学 ), 中村
真子 ( 九州大学 ), 廬尚建 ( 東北大学 ),
辰巳隆一 ( 九州大学 ), 古瀬充宏 ( 九
州大学 )

2012.5 畜産の研究 66,505-509

2 土壌病害の発生と土壌環境 村上弘治 2012.11 土づくりとエコ農業 44(5),2-8

3 遮熱資材の特徴と利用法 川嶋浩樹 2012.7 施設と園芸 158,52-55

4 機能性フィルムの上手な使い方 川嶋浩樹 2012.9 技術と普及 49(9),50-52

5 「布団資材」で暖房代半減 川嶋浩樹 2012.11 現代農業 91(11),128-
131

6 爆弾低気圧でも無傷だった「ダブル
アーチ方式」

川嶋浩樹 2012.11 現代農業 91(11),89

7 遺伝子発現のモニタリングを活用し
た肥育試験の加速化～自給粗飼料を
活用した肥育技術の確立を目指して
～

柴田昌宏 2012.11 畜産技術 11,15-18

8 米粉食品に加工しやすい高品質な米
粉

船附稚子 2012.11 米麦改良（社団法人全国米麦改
良協会）

2012(11), 22-
27

9 茎葉多収で高糖分含量の飼料用水稲
品種 ｢たちすずか｣ の育成

石井卓朗 , 松下景 2012.6 米麦改良 2012(6),11-
16

10 ISO11783 を用いた施肥播種機
-ISO11783 ライブラリと共通マイコ
ンボードを利用 -

奥野林太郎 2012.10. 機械化農業（新農林社） *(3137),19-
23

11 イチゴ高設栽培における気化熱を利
用した培地冷却技術

山崎敬亮 2013.1. 施設と園芸 160,19-25

12 ハウス被覆資材 ( 保温性・遮光性・
機能性等）をめぐる最近の動き

川嶋浩樹 2013.3 果実日本 68(3),41-45

13 地下水位制御システム「FOEAS」を
利用した梅雨明け後播種の大豆栽培

竹田博之 2012.4 グリーンレポート（農林水産技
術情報協会）

514,6-7

14 小麦赤かび病を適期に防除するため
の開花期予測システム

黒瀬義孝 2013.3 グリーンレポート 525,20-21

15〈よくわかる Q ＆Ａ〉
 
北海道で実施されている省エネパイ
プハウスの開発について教えてくだ
さい。
 

川嶋浩樹 , 直木武之介 ( 佐藤産業（株）
)

2012.7 ニューカントリー 59(7),96-98

16 施設園芸のさらなる省エネを目指し
て

川嶋浩樹 2013.1 農業資材通信 1528,26-28

17 暖地ダイズの食葉性害虫と子実害虫
の同時省力防除法の開発

菊地淳志 2013.1 研究成果第 485 集「低コストで
質の良い加工・業務用農産物の
安定供給技術の開発　2 系　大
豆、3 系　畑作物、4 系　稲、5
系　モデルコンソーシアム」

485,113-119

18 耕作放棄地への放牧を推進するため
の支援システムの開発

堤道生 , 山田大吾 , 佐々木寛幸 2012.10 研究成果 488「粗飼料多給によ
る家畜飼養技術の開発」－飼料
自給率向上のための放牧技術の
開発－（農林水産技術会議事務
局）

*,108-112
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19「団地型マルドリ方式」導入の手引き 齋藤仁藏 , 島崎昌彦 , 星典宏 , 根角博
久

2012.4 技術マニュアル（近畿中国四国
農業研究センター）

*,1-42

20 施設園芸 Q&A 循環扇の上手な使い方
について教えて下さい。

畔柳武司 2012.10 施設と園芸（社団法人日本施設
園芸協会）

159,45-46

21「団地型マルドリ方式」前編～その管
理・運営方式～

齋藤仁藏 2013.1 香川の果樹 26(5),23-25

22 発酵粗飼料用稲栽培におけるタイヌ
ビエ許容残草量の策定および品種の
抑草力等を活用した減除草剤抑草技
術の開発

橘雅明 2013.1 粗飼料多給による日本型家畜飼
養技術の開発　－４系　地域先
導技術の実証・解析－　（農林水
産技術会議事務局プロジェクト
研究成果シリーズ 489 集）

*,81-86

23 ハルザキヤマガラシ 橘雅明 2013.1 農業総覧　原色病害虫診断防除
編 （農文協）

9,581-583

24 飛ばないテントウムシの研究紹介 世古智一 2012.8 おはようときめきタイム：「ゆめ
食いびと」（FM ふくやま）

25 直売所出荷における、欠品を避ける
ための需要量の予測

吉田晋一 2012.7 園芸新知識タキイ最前線（タキ
イ種苗株式会社）

28,82-85

26 第 10 章　小型除草ロボット利用技
術の開発／植生転換

伏見昭秀 2013.3 「農作業の軽労化に向けた農業
自動化・アシストシステムの開
発」事業　研究課題「小型ロボ
ットにおける畦畔除草自動化技
術の開発」平成 24 年度成果報
告書

*,72-77

27『農業総覧　原色　病害虫診断防除
編』，第 9 巻　畑地雑草「ヒルガオ」（改
訂）

伏見昭秀 2013.1 社団法人農山漁村文化協会 追録第 43,352

28 青立ちが少なく豆腐加工に適した大
豆新品種「はつさやか」

岡部昭典 2012.12 グリーンレポート（JA 全農） 522,12-13

29 自給飼料基盤を活用した肉用牛飼養
システムの開発

柴田昌宏 2012.11 平成 24 年度近畿地域マッチン
グフォーラム「特徴のある和牛
肉を消費者へ－国内の飼料資源
を活用して－」

*,23-26

30 アルカリ溶液処理で米粉の加工適性
向上

船附稚子 2012.7 ニューカントリー（北海道協同
組合通信社）

700, 48-49

31 ビッグベイン病に強いレタス「ウイ
ンターパワー」

石川浩一 2013.1 現代農業（農山漁村文化協会） *(2),220-221

32 太陽熱を利用した土壌消毒で土中に
潜むやっかいな害虫も死滅！

安部順一朗 , 尾島一史 2012.9 野菜だより *,28

33 はいごころ 石井卓朗 2013.2 現代農業 298

34「マルドリ方式」の経済性について―
追加の費用と収益―

棚田光雄 2012.11 香川の果樹（香川県果樹研究同
志会）

166,21-23

35 温暖地における褐斑原因ウイルスの
解明と褐斑抵抗性系統の開発

猿田正恭 2013.1 プロジェクト研究成果シリーズ 
低コストで質の良い加工・業務
用農産物の安定供給技術の開発

*,119-124

36 高保温性能で暖房燃料使用量を大幅
に削減する次世代型パイプハウスの
開発成果集

川嶋浩樹 , 森山英樹 , 長崎裕司 , 林真
紀夫 ( 東海大学開発工学部 ), 宮内樹
代史 ( 高知大学教育研究部 ), 古市崇
雄 ( 香川農試 ), 糸川桂市 ( 香川県西
讃農改セ ), 直木武之介 ( 佐藤産業（株）
), 高野祐二 (（株）GT スパイラル )

2013.1 高保温性能で暖房燃料使用量を
大幅に削減する次世代型パイプ
ハウスの開発成果集

*,1-26

37 超省エネ・高強度な次世代型パイプ
ハウスの開発施工マニュアル

川嶋浩樹 , 長崎裕司 , 直木武之介 ( 佐
藤産業（株）), 高野祐二 (（株）GT
スパイラル )

2013.1 超省エネ・高強度な次世代型パ
イプハウスの開発施工マニュア
ル

*,1-21
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38 耕作放棄地等の放牧における冬季植
生改善技術の開発

小林英和 , 松本和典 , 高橋佳孝 2013.1 プロジェクト研究成果シリーズ 488,19-22

39 耕作放棄地・水田裏を利用した経産
牛の放牧肥育技術の開発

小林英和 , 松本和典 , 高橋佳孝 2013.1 プロジェクト研究成果シリーズ 488,83-86

40 タンパク質の網羅的解析を活用した
粗飼料多給牛肉の特性解明

柴田昌宏 2013.1 粗飼料多給による日本型家畜飼
養技術の開発－ 2 系　自給飼料
多給を基本とした効率的な畜産
物生産のための給与技術の開発
－

*,100-104

41 トマト褐色根腐病発生程度が異なる
土壌の糸状菌群集構造の解析

関口博之 , 串田篤彦 2013.1 研究成果 494　土壌微生物相の
解明による土壌生物性の解析技
術の開発

*,109-112

42 いちご高設栽培における低コスト培
地昇温抑制技術

山崎敬亮 2013.3 グリーンレポート 525,8-9

43 肥培管理の異なる暖地野菜畑におけ
る土壌生物相の解析

須賀有子 , 佐藤恵利華 2013.1 研究成果 494「土壌微生物相の
解明による土壌生物性の解析技
術の開発（eDNA プロジェクト）」

494,70-73

44 第 3 章　土壌条件等の異なるキャベ
ツ畑における土壌生物相の解析

村上弘治 , 金戸有希子 2013.1 研究成果　土壌微生物相の解明
による土壌生物性の解析技術の
開発（eDNA プロジェクト）

494, 74-82

45 紫外線照射は「千両みかん」を作る
ことができるか？～ファイトアレキ
シンとカンキツ類の話～

國賀武 2013.1 果実日本 68(2)85-87

46 カンキツ類はどこから来たか？ (15) 
 
 
 
カンキツ類はどこから来たか？ (16) 
 
 
 

國賀武 2012.5 香川の果樹 ( 香川県農業協同組
合 ) 
 

26(1),21-23

47 光よあれ！カンキツ類と光の関係 國賀武 2012.9 香川の果樹 ( 香川県農業協同組
合 ) 
 

26(3),21-23

48 カンキツ類はどこから来たか？ (16) 國賀武 2012.5 香川の果樹 ( 香川県農業協同組
合 ) 
 

26(1),21-23

49 たちあやか　茎葉が多収で中生の
WCS 用

出田収 2013.2 現代農業 92(2),299

50「自動点滴かん水施肥システム」で実
現する柑橘の精密栽培管理

根角博久 2013.1 フルーツひろしま（ＪＡ広島果
実連）

33(1),10-13

51 裂球発生の制御による業務用大玉キ
ャベツの安定的生産技術の開発

村上健二 2013.1 低コストで質の良い加工・業務
用農産物の安定供給の開発　研
究成果

484,181-183
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52 広域連携周年放牧を支援する技術・
成果

山本直幸 , 高橋佳孝 , 堤道生 , 長尾伸
一郎 ( 岡山県畜産研究所 ), 滝本英二 (
岡山県畜産研究所 ), 福島成紀 ( 岡山
県畜産研究所 ), 高取和弘 ( 岡山県畜
産研究所 ), 新出昭吾 ( 広島県畜産技
術センター ), 森本和秀 ( 広島県畜産
技術センター ), 長尾かおり ( 広島県
畜産技術センター ), 佐野誠 ( 広島県
西部工業技術センター ), 弓場憲生 (
広島県西部工業技術センター ), 後藤
孝文 ( 広島県西部工業技術センター ),
菊川洋一 ( 広島県畜産協会 ), 玉川尚
治 ( 広島県畜産協会 ), 脇本雄樹 ( 山
口県畜産技術部 ), 森祐介 ( 山口県畜
産技術部 ), 児玉友紀 ( 山口県畜産技
術部 ), 恵本茂樹 ( 山口県山口農林事
務所 )

2013.2 近畿中国四国農業研究センター 1-50

53 野生動物の被害を抑制する竹林管理
技術

江口祐輔 , 上田弘則 2013.1 持続的な農業を展開するための
鳥獣害防止技術

*,8

54 野生獣の侵入行動制御技術 江口祐輔 , 上田弘則 2013.1 持続的な農業を展開するための
鳥獣害防止技術

*,13

55 イノシシの採食被害を受けにくい牧
草種

上田弘則 , 江口祐輔 2013.1 持続的な農業を展開するための
鳥獣害防止技術

*, 7

56 ハウス被覆資材（保温性・遮光性・
機能性等）をめぐる最近の動き

川嶋浩樹 2013.3 果樹園芸 66(3),14-17

57 明るい果樹園の機械・装置　運搬車、
モノレール

中元陽一 , 田中宏明 2012.8 柑橘 ( 静岡県経済農業協同組合
連合会みかん園芸部 )

64(8),28-31

58 機械の開発・導入による果樹園管理
作業の省力化・快適化　自動制御技
術を活用したモノレールの高機能化
技術の開発

中元陽一 2012.8 果樹園芸 ( 全農愛媛県本部 ) 65(8),04-07

59 高温期の花成促進に貢献するイチゴ
高設栽培の気化潜熱利用培地冷却技
術

山崎敬亮 2013.3 近中四農研のホームページに掲
載

*,*

60 小麦粉の加工適性に関わるグルテン
タンパク質組成と高品質な品種開発

池田達哉 2012.9 製パン技術資料 No.722

61 近畿・中国・四国地域の飼料用米栽培．
ア．移植栽培、イ．直播栽培

藤本寛 2013.2 飼料用米の生産・給与技術マニ
ュアル〈2012 年版〉

*,77-80

62 高保温性能で暖房燃料使用量を大幅
に削減する次世代型パイプハウスの
開発

糸川桂市 ( 香川県西讃農業改良普及
センター ), 川嶋浩樹

2012.8 技術と普及 49(8),70-73

63 安定した施設園芸経営への新技術－
省エネ耐風雪パイプハウスの開発実
証

糸川桂市 ( 香川県西讃農業改良普及
センター ), 川嶋浩樹

2012.7 日本農民新聞 2977,3

64 土のはたらき 井上久義 , 向井章恵 2012.7 香川の果樹 164,21-23

65 間欠冷蔵処理によるイチゴの花芽分
化促進－処理技術の理論と実際－

吉田裕一 ( 岡山大学農学部 ), 西本登
志 ( 奈良農総セ ), 松崎朝浩 ( 香川農
試 ), 山崎敬亮

2013.3. 岡山大学のホームページに掲載
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特許権等の名称 発　明　者
（共同発明者） 出願年月日

登録年月日および
登録番号

抗肥満剤 関谷敬三 　　　　　　　　 
（カゴメ（株）） H13.9.20 平成 24.7.6　　　　　

特許第 5031156 号

脂肪細胞分化促進剤 関谷敬三 　　　　　　　　 
（富士産業（株）） H18.2.2 平成 24.4.27　　　　

特許第 4979240 号

歩行型動力運搬車 田中宏明、中元陽一、松崎健文、 
岡信光、角川修 、畔柳武司 H18.10.24 平成 24.12.28　　　　

特許第 5164035 号

可変式電気牧柵 福田栄紀、山崎浩二、的一司、
川上千尋 H19.6.20 平成 24.5.11　　　　

特許第 4982774 号
小麦の穀粒硬度及び小麦粉の粒径を低
下させる方法 谷中美貴子、池田達哉、高田兼則 H20.1.22

植物からのシアル酸含有化合物の抽出
方法 川瀬眞市朗 H20.4.25

高設栽培装置と、高設栽培装置におけ
る透湿防水シートの施行方法

山崎敬亮、熊倉裕史、浜本 浩、 
岩本辰弘 H20.12.24

遺伝的に飛翔能力を欠くテントウムシ
の作出方法　　　　　　　　　　

世古智一、三浦一芸、
（（国）岡山大学）

H21.1.13

播種ロール及び播種機 窪田　 潤 、佐藤達也、高橋仁康、
亀井雅浩、藤本　 寛 、奥野林太郎 H21.2.10

大麦粉の製造方法 高田兼則、柳澤貴司、池田達哉、
谷中美貴子 H21.6.2

神経突起伸展促進剤 川瀬眞市朗、池田達哉、高田兼則 H21.9.14

切り花収穫機及び切り花収穫方法
田中宏明、中元陽一、松﨑健文、
長﨑裕司、香川将志、大黒正道、
岡　信光、畔柳武司、

（みのる産業 ( 株 )、奈良県）　　
H21.10.13

灌水装置
根角博久、平岡潔志、
星　典宏、（島根県、キョーワガス
産業 ( 株 )、( 国 ) 山口大学）

H21.11.2

リン脂質及び／又はリゾリン脂質の抽
出方法 川瀬眞市朗 H22.3.25

果実の着色調整方法 國賀 武 H22.12.27

イチゴの花芽分化促進方法 山崎敬亮、熊倉裕史、浜本 浩 H22.12.28

オーキシン生合成阻害剤 添野和雄、（（独）理化学研究所） H23.2.28
ＮＫ細胞活性化剤、ＮＫ細胞活性化方
法及びスクリーニング方法 齋藤　 武 H23.3.1

植物栽培装置及び植物栽培装置におけ
る可動ベッドの運用方法

長﨑裕司、中元陽一、川嶋浩樹、
畔柳武司 H23.3.3

ネット回収装置及びこれを用いたネッ
ト回収方法、ネット展張方法

田中宏明、松﨑健文、加賀宇昌宏、
塩本　 知、中元陽一、長﨑裕司 H23.3.16

レール式薬剤散布装置 長﨑裕司 H23.3.22

自動潅水方法及びその装置 長﨑裕司、吉川弘恭、川嶋浩樹 H23.3.22

農業用傾斜地構造 澤村 篤 、 星典宏、根角博久、
川嶋浩樹、細川雅敏 H23.3.29

農地の水分管理システム 澤村 篤 、 星 典宏、根角博久 H23.3.30

農業用ハウス１ 星典宏、根角博久、川嶋浩樹、
長﨑裕司、澤村篤 H23.3.29

農業用ハウス２ 澤村篤 、 星典宏、川嶋浩樹、
長﨑裕司、畔柳武司 H23.3.29

農業用ハウス３ 澤村篤 、 星典宏、川嶋浩樹、
長﨑裕司、柴田昇平 H23.3.31

温室構造体および温室構造体の温度調
整方法

澤村　篤、川嶋浩樹、　　　　　
（住友大阪セメント（株）） H23.7.20

かん水制御装置及びかん水制御方法 星　典宏、井上久義、植山秀紀、
根角博久 H23.9.16

排土板及び排土装置
田中宏明、中元陽一、   
岡　信光、松﨑健文、  
藤川　益弘

H23.10.18

単軌条運搬機の停止位置自動制御装置 中元陽一、角川修、 田中宏明、
岡信光、松﨑健文 H23.10.18

3. 知的財産権
１）産業財産権の登録および出願
【国内特許】
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特許権等の名称 発　明　者
（共同発明者） 出願年月日

登録年月日および
登録番号

オオムギ属植物の 1H 染色体の一部を
導入することによる小麦粉の生地物性
を向上させる方法

池田達哉、高田兼則、（日本製粉 (
株 )、国立大学法人 岡山大学） H24.9.14

アタッチメント及びこれを用いた果樹
根元処理方法

田中宏明、藤川益弘、岡信光、
中元陽一、（兵庫県立農林水産技術
総合センター）

H24.10.17

小麦ふすま、大麦糠、または米糠に由
来するペプチドを含む脂肪性肝疾患を
処置するための組成物

野方　洋一、
（学校法人 久留米大学） H24.10.19

オーキシン生合成阻害剤 添野和雄、　　　　　　　　　　
（公立大学法人 横浜市立大学） H24.12.19

測定装置 柴田昇平、植山秀紀、　　　　
（九州沖縄農業研究センター） H25.2.25

土壌採取補助具及び土壌採取方法 田中宏明、岡　信光、藤川益弘、
松上勝利、中元陽一、大谷恭史 H25.2.27

ボロン酸基を有するオーキシン生合成
阻害剤

添野和雄、石井貴広、
（公立大学法人 横浜市立大学）　 H25.3.4

※ 新たに登録された特許及び現在出願中の特許について掲載。

２）新品種の登録および出願
【品種登録】

農林水産植物の種類 出願品種の名称 育　成　者
（共同育成者） 出願年月日 登録年月日および

登録番号

水　稲 たちずずか
飯田修一、出田収、 
松下景 、春原嘉弘、 
前田英郎、田村泰章

H22.3.31 H24.9.25
第 22024 号

大　麦 ユメサキボシ

柳澤貴司、長嶺敬、 
髙橋飛鳥、髙山敏之、 
伊藤昌光、石川直幸、 
土門英司、藤田雅也、 
土井芳憲、杉浦誠、 
松中仁

H20.10.28 H24.12.28
第 22116 号

大　麦 キラリモチ

柳澤貴司、長嶺敬、
髙橋飛鳥、髙山敏之、 
藤田雅也、土井芳憲、 
松中仁

H21.11.27 H24.12.28
第 22117 号

大　豆 はつさやか

岡部昭典、高田吉丈、　
猿田正恭、菊池彰夫、
小野貞芳 、（九州沖縄農業研
究センター）

H23.4.13 H25.3.25
第 22493 号

大　豆 あきまろ

岡部昭典、高田吉丈、　　　
猿田正恭、菊池彰夫、　　　
小野貞芳、

（長野県野菜花き試験場）

H23.4.27 H25.3.25
第 22494 号

【出願品種】

農林水産植物の種類 出願品種の名称 育　成　者
（共同育成者） 出願年月日 登録年月日および

登録番号

ヤーコン アンデスの乙女
中西建夫、藤野雅丈、　　　
中路純子、石川浩一、　　　
杉浦　 誠

H23.3.24

レタス ウィンターパワー
藤野雅丈、石川浩一、　　　
中路純子、（兵庫県立農林水
産技術総合センター、香川
県農業試験場）

H23.12.21

水　稲 はいごころ
石井卓朗、出田 収、　　
松下 景 、飯田修一、　　
春原嘉弘、前田英郎

H24.3.28

水　稲 たちあやか
松下 景 、石井卓朗、　
出田 収 、飯田修一、　　
春原嘉弘、前田英郎

H24.3.28
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農林水産植物の種類 出願品種の名称 育　成　者
（共同育成者） 出願年月日 登録年月日および

登録番号

大　麦 ハルヒメボシ

吉岡藤治、髙橋飛鳥、　　
柳澤貴司、長嶺 敬、 
髙山敏之、土井芳憲 
松中仁 、藤田雅也、　
土門英司、杉浦 誠、　　
伊藤昌光

H24.3.28

水　稲 コシヒカリ近中四　
　　　ＳＢＬ１号

出田 収 、前田英郎、　
石井卓朗、松下 景、
飯田修一、根本博、　　
春原嘉弘、（作物研究所）

H24.4.23

※ 新たに登録された品種および現在出願中の品種について掲載。
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４．広報活動
１） 記者発表（資料配付含む）

年月日 発　　　　　表　　　　　内　　　　　容

H24.5.10 年末年始どり栽培に適し、レタスビックベイン病抵抗性を持つレタス新品種「ウィンターパワー」 
農研機構・兵庫県・香川県共同記者発表

H24.5.17
鳥獣害被害対策技術指導研修会のご案内 
農業現場の鳥獣害被害対策において中心的役割を担う指導者を育成するための技術指導研修会に
ついて

H24.7.30 平成２４年度中国四国地域マッチングフォーラムのご案内 
「鉄コーティング種子を利用した水稲直播技術」

H24.9.19 平成２４年度農研機構シンポジウム 
「イチゴの安定生産技術と新品種育成の最前線」

H24.10.05 硝子状の粒が少なく精麦の白度が高い裸麦新品種「ハルヒメボシ」 
麦味噌・麦ごはん用の高品質・多収品種

H24.11.12 平成２４年度農研機構国際シンポジウム 
「地域発低コスト・省エネをめざした施設園芸イノベーションシンポジウム」

H24.11.20 茎葉が多収で、糖含量が高く、倒れにくい稲発酵粗飼料用水稲新品種「たちあやか」
H24.11.20 苗立ちが良く、収量性に優れる低アミロース性巨大胚水稲品種「はいごころ」

２）近畿中国四国農業研究センター刊行物（会議資料等除く）

刊　　　　　行　　　　　物　　　　　名 発行年月 印刷数

近畿中国四国農業研究成果情報（平成 23 年度） H24.5 Web 公開

要覧（和文） 3,500 

近中四農研ニュース No.45 H24.7 900 

近中四農研ニュース No.46 H24.9 1,000 

近畿中国四国農業研究センター年報 平成 23 年度 H24.9 Web 公開

近中四農研ニュース No.47 H24.12 950 

中国四国農研農業経営研究 第 23 号 H24.12 480 

近中四農研ニュース No.48 H25.3 950 

近畿中国四国農業研究センター研究報告第１2 号 H25.3 750 

近畿中国四国農業研究センター研究資料第 10 号 H25.3 700 

３）一般公開、イベント、講演会、シンポジウム等の開催
一般公開

一般公開のテーマ名 主催者（共催） 開催年月 開催場所 参加者数
春のミニ一般公開 近畿中国四国農業研究センター Ｈ 24.4 福山本所 273 名 
ミニ公開（四国） 近畿中国四国農業研究センター Ｈ 24.4 四国センター 1,222 名 
みてみよう！食を支える農業研究 近畿中国四国農業研究センター Ｈ 24.9 福山本所 1,362 名 
食の未来と環境を守る野菜づくり 近畿中国四国農業研究センター Ｈ 24.10 綾部研究拠点 340 名
未来に羽ばたく四国農業！農業でニ
ッポンを元気に 近畿中国四国農業研究センター Ｈ 24.10 四国センター 1,128 名 
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イベント（一般公開以外の主催イベント）

イベント名 主催者（共催） 開催年月 開催場所 参加者数
食と農のサイエンスカフェ in ふくや
ま 近畿中国四国農業研究センター H24.8 カフェアルセ 

（福山市） 23 名

食と農のサイエンスカフェ in ふくや
ま 近畿中国四国農業研究センター H24.10 カフェアルセ 

（福山市） 14 名

食と農のサイエンスカフェ in ふくや
ま 近畿中国四国農業研究センター H24.12 カフェアルセ 

（福山市） 16 名

農林水産省「消費者の部屋」特別展
示

農研機構（作物研、近農研、九沖農研）、
栃木県農試 H24.12 農林水産省（東京都

千代田区） 911 名

食と農のサイエンスカフェ in ふくや
ま 近畿中国四国農業研究センター H25.2 カフェアルセ 

（福山市） 21 名

近畿農政局「消費者の部屋」特別展
示 近畿中国四国農業研究センター H25.3 近畿農政局 

（京都府京都市）

科学技術離れ対策の協力状況（サイエンスキャンプ、出前レクチャーなど）

イベント名 主催者（共催） 開催年月 開催場所 参加者数

出前講習 香川県立観音寺第一高等学校 H24.4 ～ 7香川県立観音寺第一
高等学校 3 名

出前授業（獣害に強い畑づくり） 島根県邑智郡立美郷小学校 H24.5 滝原公民館 30 名
出前授業（野生獣に出会った時の対
処法） 島根県大田市立久屋小学校 H24.6 久屋小学校 60 名

出前授業（野生動物について） 島根県邑智郡立美郷小学校 H24.7 滝原公民館 30 名
チャレンジウィークふくやま 福山市教育委員会 H24.8 福山本所 10 名
インターンシップ講習会 農研機構 H24.8 福山本所 2 名
サイエンスセミナー「命を感じる和
牛ファーム体験」 島根県立大田高校 H24.10 大田研究拠点 30 名

事業所体験プログラム 近大福山中学 H24.10 福山本所 5 名

出前授業（野生獣から畑を守るには）島根県大田市立大森小学校 H24.10 大森小学校 15 名

出前授業（収穫作業） 島根県邑智郡立美郷小学校 H24.10 滝原公民館 30 名

科学技術離れ対策以外のイベントへの協力および参画状況

イベント名 主催者（共催） 開催年月 開催場所

乃美シバザクラ祭り 東広島市豊栄町 H24.4 広島県東広島市

イオンタウン周年祭 イオン大田店 H24.5 イオン大田店 
（島根県大田市）

第 22 回西日本食品産業創造展 '12 日刊工業新聞社 H24.5 マリンメッセ福岡
（福岡県福岡市）

ベーカリー素材 EXPO ２０１２
ベーカリー素材 EXPO 実行委員会（事
務局；日本イージェイケイ株式会社） H24.5 東京ビッグサイト

（東京都江東区）

施設園芸・植物工場展 (GPEC) 日本施設園芸協会 H24.7 東京ビッグサイト
（東京都江東区）

フードテック２０１２ 大阪国際見本市委員会ほか H24.9 インテックス大阪
（大阪府大阪市）

和牛入門ゼミナール（実習の部・西
日本）

全国和牛登録協会／全国肉用牛振興
基金協会 H24.9 大田研究拠点（島根

県大田市）

九州沖縄農研センター一般公開 九州沖縄農研センター H24.10 九州沖縄農研センタ
ー（熊本県合志市）

じばさんフェア２０１２ 備後地域地場産業振興センター H24.10 ローズアリーナ（広
島県福山市）

フードアクション・ニッポン・アワ
ード２０１２見本市

フードアクション・ニッポン・アワ
ード 2012 実行委員会・農林水産省 H24.11 有楽町駅前広場等

しまなみ・かんきつフェスタ
２０１２

愛媛県東予地方局今治産地育成室、
上島町 H24.11

今治支局産地育成室
技術普及グループ岩
城駐在所（愛媛県上
島町）

アグリビジネス創出フェア２０１２ 農林水産省 H24.11 東京ﾋﾞｯｸｻｲﾄ ( 東京
都江東区 )

食のブランドニッポン２０１２ 農研機構、森林総研、水産総合研究
センター、国際農研センター H24.11 ホテル日航東京（東

京都江東区）
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イベント名 主催者（共催） 開催年月 開催場所

仲多度地区ふれあいまつり 2012 JA 香川県仲多度地区営農センター H24.12 総合会館アイレック
ス（香川県丸亀市）

シンポジウム・セミナー

シンポジウム・セミナー名など 主催者（共催） 開催年月 開催場所 参加者数

中国四国地域マッチングフォーラム 農林水産省農林水産技術会議事務局、 
近畿中国四国農業研究センター H24.9 松江テルサ 

（島根県松江市） 155 名

高糖分飼料イネ「たちすずか」普及
連絡会現地検討会） 近畿中国四国農業研究センター H23.10 海峡メッセ下関（山

口県下関市） 73 名

平成 24 年度　農研機構シンポジウ
ム「イチゴの安定生産技術と新品種
育成の最前線」

近畿中国四国農業研究センター H24.10 キャンパスプラザ京
都（京都府京都市） 180 名

近畿地域マッチングフォーラム 農林水産省農林水産技術会議事務局、 
近畿中国四国農業研究センター H24.11 キャンパスプラザ京

都（京都府京都市） 113 名

第 3 回根こぶ病研究会 近畿中国四国農業研究センター H24.11 キャンパスプラザ京
都（京都府京都市） 48 名

農研機構国際シンポジウム「地域発
低コスト・省エネをめざした施設園
芸イノベーションシンポジウム」

近畿中国四国農業研究センター H24.12
岡山コンベンション
センター（岡山県岡
山市）

210 名

新たな農林水産政策を推進する実用
技術開発事業成果発表会 近畿中国四国農業研究センター H25.1

兵庫県立美術館　ミ
ュージアムホール (
兵庫県神戸市 )

64 名

実用技術開発事業 22077 研究成果発
表会「広域連携周年放牧を支援する
技術・成果」

近畿中国四国農業研究センター H25.2
三原市広島県東部建
設事務所三原支所

（広島県三原市）
67 名

４）技術相談および見学
生  産 者：農協、農業関係公益法人なども「生産者」に含める
消 費 者：消費者団体も含める
青 少 年：幼稚園児～高校生
行    政 ：国行政、県行政
研究機関：大学、公立試、国研、独法
民     間 ：民間企業、民間団体、民間の試験研究機関

（１） 技術相談

相談方法 生産者 消費者 青少年 マス
コミ 行　政 研究

機関 民　間 海　外 その他 合　計

インターネットによる相談件数 14 0 3 2 14 15 11 0 0 59
電話による相談件数 76 10 0 7 25 25 35 0 3 181
面談による相談件数 28 1 1 6 17 19 29 0 3 104
その他の手段による相談件数 26 5 5 0 13 6 11 0 2 68

合　　　計 144 16 9 15 69 65 86 0 8 412

（２） 見学者

生産者 消費者 青少年 マス
コミ 行　政 研究

機関 民　間 海　外 その他 合　計

外部からの見学者数（人） 467 0 84 1 185 68 37 6 0 848 
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５． 図書資料の収集 ･ 受入､ サービス
１） 収書数

① 単行書 単位：冊
和　　書 洋　　書

合計
購入 寄贈交換 計 購入 寄贈交換 計

本所（福山） 186 129 315 8 2 10 325 
四国研究センター 88 2 90 8 0 8 98 
綾部研究拠点 9 6 15 0 0 0 15 
大田研究拠点 28 3 31 0 0 0 31 

合　　計 311 140 451 16 2 18 469 

② 逐次刊行物 単位：誌
和　　書 洋　　書

合計
購入 寄贈交換 計 購入 寄贈交換 計

本所（福山） 118 305 423 40 26 66 489 
四国研究センター 89 373 462 33 20 53 515 
綾部研究拠点 24 44 68 13 2 15 83 
大田研究拠点 11 109 120 18 7 25 145 

合　　計 242 831 1,073 104 55 159 1,232 

  ③ その他の資料 単位：冊
和　　書 洋　　書

合計
購入 寄贈交換 計 購入 寄贈交換 計

本所（福山） 0 106 106 0 1 1 107 
四国研究センター 8 86 94 0 2 2 96 
綾部研究拠点 0 43 43 0 1 1 44 
大田研究拠点 0 56 56 0 0 0 56 

合　　計 8 291 299 0 4 4 303 

２） 除籍数 単位：冊
和　　書 洋　　書 合計

単行書 逐次刊行物 計 単行書 逐次刊行物 計
本所（福山） 0 0 0 0 0 0 0 
四国研究センター 445 0 445 20 0 20 465 
綾部研究拠点 0 0 0 0 0 0 0 
大田研究拠点 0 0 0 0 0 0 0 

合　　計 445 0 445 20 0 20 465 
（注）逐次刊行物は､ 製本に換算した冊数

３）サービス
文献複写（件） 相互貸借（件） 貸出 ( 冊 )

依　頼 提　供 依　頼 提　供
本所（福山） 156 116 24 32 0
四国研究センター 83 22 23 17 0

合　　計 239 138 47 49 0 
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Ⅵ　研究交流

１．研究員などの受入・研修
１）国際農林水産業研究センター（JIRCAS) 研究員

国　　　　名 受入者所属機関名 受入先研究領域 期　　　　間

該当なし

２）国際協力機構（JICA）研究員

国　　　　名 受入者所属機関名 受入先研究領域 期　　　　間

該当なし

３）日本学術振興会（JSPS) 研究員

国　　　　名 受入者所属機関名 受入先研究領域 期　　　　間

該当なし

４）科学技術振興機構（JST）研究員

国　　　　名 受入者所属機関名 受入先研究領域 期　　　　間

該当なし

５）その他の制度等による海外研究員の受入

国　　　　名 受入者所属機関名 受入先研究領域 期　　　　間

中　国 黒竜江省農業科学院 水田作研究領域 H24.8.26 ～ H24.8.31

ハンガリー
ハンガリー科学アカ
デミー農業研究セン
ター

水田作研究領域 H25.2.27 ～ H25.3.6

６）流動研究員

受入者所属機関名 受入先研究領域 期　　　　間

該当なし

７）依頼研究員

受入者所属機関名 受入先研究領域 期　　　　間 氏  　 名

沖縄県農業研究センター 名護支所 傾斜地園芸研究領域 H24.11.1 ～ H24.11.30 目取眞要

８）技術講習生

受入者所属機関名 受入先研究領域 期　　　　間 氏   　名

高知県農業技術センター 作物機能開発研究領域 H24.5.21 ～ H24.6.1 岡田知之

新居浜工業高等専門学校 傾斜地園芸研究領域 H24.7.30 ～ H24.8.7 長井はるか

新居浜工業高等専門学校 傾斜地園芸研究領域 H24.7.30 ～ H24.8.10 渡邉麻菜美

新居浜工業高等専門学校 傾斜地園芸研究領域 H24.7.30 ～ H24.8.10 中村啓人

福山大学 水田作研究領域 H24.8.27 ～ H24.8.31 大石英里佳

福山大学 水田作研究領域 H24.8.27 ～ H24.8.31 中山育弥

長野県野菜花き試験場 水田作研究領域 H25.3.4 ～ H25.3.5 宮坂昌実
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２）他機関主催研修会等への講師派遣

氏　　名 講 師 所 属 研 修 会 等 名 依　頼　者 期　　　　間

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度庄原市鳥獣害防
除対策研修「“ 守れる集落 ”
の作り方」

庄原市 H24.4.26 ～ H24.4.27

池田達哉 水田作研究領域 JIRCAS 国際ワークショップ 国際農林水産業研究
センター H24.5.15 ～ H24.5.15

川嶋浩樹 傾斜地園芸研究領域 第 14 回施設園芸技術初級講
座「被覆資材の基礎知識」

社団法人　日本施設
園芸協会 H24.5.16 ～ H24.5.17

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度庄原市鳥獣害防
除対策研修「“ 守れる集落 ”
の作り方」

庄原市 H24.5.17 ～ H24.5.18

江口祐輔 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

大学院特別講義「動物行動
学から鳥獣害対策を考える」

麻布大学大学院獣医
学研究科 H24.5.22 ～ H24.5.22

江口祐輔 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

丹後地域鳥獣被害対策講習
会「効果的な鳥獣被害対策
の進め方」

丹後地区農業共済組
合 H24.5.28 ～ H24.5.29

３．技術協力・指導
１）連携大学院への派遣

氏　　　名 所　　　　属 派　遣　先 期　　間

山内稔 水田作研究領域 国立大学法人 広島大学 H24.4.1 ～ H25.3.31

三浦一芸 水田作研究領域 国立大学法人 広島大学 H24.4.1 ～ H25.3.31

黒瀬義孝 水田作研究領域 国立大学法人 広島大学 H24.4.1 ～ H25.3.31

３）海外派遣・出張
制度・事業等
区　　　　分 所　　　　　　属 氏　　名 目　　　　的 派 遣 先 期　　　　　間

交付金
傾斜地園芸研究領
域 長崎裕司 農業研究視察 中国 H24.10.30 ～ H24.11.03

２．研究員の派遣
１）流動研究員

氏  　名 所　　　　属 研究課題 派 遣 先 期　　間

該当なし

　
２）国内留学

区　　分 所　　属 氏　　名 研究課題 派 遣 先 期　　間

長期留学 該当なし

短期留学 該当なし

９）国内留学

区　　　分 受入者所属機関名 研究課題 受入先研究領域 期　　　　間

長期留学 該当なし

短期留学 該当なし

10）連携大学院

受入者所属機関 研究課題 受入先研究領域 期　　　　間

国立大学法人 
広島大学

セミ類の交尾行動の進化生物学的研
究 水田作研究領域

H24.4.1 ～ H24.8.6

H24.9.15 ～ H25.3.31

国立大学法人
広島大学

アメンボタマゴクロバチ属の種間競
争に関する進化生物学的研究 水田作研究領域

H24.4.1 ～ H24.8.6
H24.9.15 ～ H25.3.31
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氏　　名 講 師 所 属 研 修 会 等 名 依　頼　者 期　　　　間

竹田博之 水田作研究領域 地下水位制御システムの利
用に関する研修会

さわやか高原集落法
人連絡協議会 H24.5.30 ～ H24.5.30

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 南越前町獣害対策研修会 福井県丹南農林総合

事務所 H24.6.13 ～ H24.6.16

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度庄原市鳥獣害防
除対策研修「“ 守れる集落 ”
の作り方」

庄原市 H24.6.21 ～ H24.6.22

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度専門家による地
域ぐるみ活動の重点指導事
業（鳥獣被害防止対策）研
修会

熊本県農林水産部経
営局むらづくり課 H24.6.26 ～ H24.6.29

畔栁武司 傾斜地園芸研究領域
農研機構植物工場つくば実
証拠点 2012 年度第１回研修
会の講師依頼について

野菜茶業研究所 H24.6.29 ～ H24.6.30

長田健二 水田作研究領域
平成 24 年度革新的農業技術
に関する研修会「水稲の高
温登熟障害対策技術」

九州沖縄農業研究セ
ンター H24.7.3 ～ H24.7.4

山崎敬亮 環境保全型野菜研究領
域

セミナー「イチゴの挿し苗
育苗と間欠冷蔵による花芽
分化促進｣

特定非営利活動法人
中国四国農林水産・
食品先進技術研究会

H24.7.4 ～ H24.7.4

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 鳥獣対策勉強会 梼原町有害鳥獣被害

対策協議会 H24.7.4 ～ H24.7.6

山内稔 水田作研究領域
平成 24 年度新技術農業機械
化推進研修「低コスト・省
力化のための大規模水田営
農コース」

農林水産省農林水産
研修所 H24.7.5 ～ H24.7.5

江口祐輔 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度農作物鳥獣被害
対策地域指導者養成講座

鹿児島県農政部農村
振興課 H24.7.9 ～ H24.7.11

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 鳥獣害防止対策研修会 但馬広域営農団地運

営協議会 H24.7.10 ～ H24.7.10

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度静岡県鳥獣被害
対策総合アドバイザー養成
研修（第 1 部）

静岡県経済産業部農
山村共生課 H24.7.11 ～ H24.7.14

江口祐輔 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 有害鳥獣対策研修会 庄原市口和自治振興

区 H24.7.13 ～ H24.7.13

高橋佳孝 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

JICA 国別研修「イラン村落
開発と組織能力開発コース」

社団法人海外林業コ
ンサルタンツ協会 H24.7.18 ～ H24.7.19

山崎敬亮 環境保全型野菜研究領
域

兵庫県ハウスいちご研究会
第 29 回総会記念講演会

兵庫県ハウスイチゴ
研究会 H24.7.19 ～ H24.7.20

川嶋浩樹 傾斜地園芸研究領域 施設園芸・植物工場展
（GPEC）2012

社団法人　日本施設
園芸協会 H24.7.24 ～ H24.7.25

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度専門家による地
域ぐるみ活動の重点指導事
業（鳥獣被害防止対策）研
修会

熊本県農林水産部経
営局むらづくり課 H24.7.24 ～ H24.7.27

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度第 1 回農地・水・
保全管理支払交付金研修会

大阪府土地改良事業
団体連合会 H24.8.3 ～ H24.8.3

江口祐輔 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

大分県鳥獣害対策アドバイ
ザー研修会 大分県 H24.8.5 ～ H24.8.8

上田弘則 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

大分県鳥獣害対策アドバイ
ザー研修会 大分県 H24.8.5 ～ H24.8.8

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度庄原市鳥獣害防
止対策研修「“ 守れる集落 ”
の作り方」

庄原市 H24.8.9 ～ H24.8.10

高田兼則 水田作研究領域
平成 24 年度　山口大学公開
講座「小麦栽培から始める
パンづくり」

山口大学エクステン
ションセンター H24.8.22 ～ H24.8.22

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 鳥獣対策勉強会 梼原町有害鳥獣被害

対策協議会 H24.8.22 ～ H24.8.24

國賀武 傾斜地園芸研究領域 兵庫県かんきつ研究大会 兵庫県果樹研究会 H24.8.23 ～ H24.8.23

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

農作物野生鳥獣被害防止総
合対策交付金被害対策アド
バイザー

熊本県農林水産部経
営局むらづくり課 H24.8.28 ～ H24.8.31

山内稔 水田作研究領域 鉄コーティング播種成績検
討会

ヤンマーヘリ＆アグ
リ株式会社 H24.8.29 ～ H24.8.29
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氏　　名 講 師 所 属 研 修 会 等 名 依　頼　者 期　　　　間

長﨑裕司 傾斜地園芸研究領域 平成 24 年度新農業人フォロ
ーアップセミナー

熊本県県立農業大学
校 H24.8.29 ～ H24.8.30

川嶋浩樹 傾斜地園芸研究領域 第 7 回施設園芸技術中級講
座

社団法人　日本施設
園芸協会 H24.9.5 ～ H24.9.6

石川浩一 作物機能開発研究領域日本植物病理学会第 8 回植
物病害診断教育プログラム

日本植物病理学会第
8 回植物病害診断教
育プログラム

H24.9.5 ～ H24.9.5

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度静岡県鳥獣被害
対策総合アドバイザー養成
研修

静岡県農業協同組合
中央会 H24.9.12 ～ H24.9.14

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

静岡市農協長田ブロック有
害鳥獣対策研修会

静岡市農協長田ブロ
ック有害鳥獣対策協
議会

H24.9.14 ～ H24.9.15

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 鳥獣対策勉強会 梼原町有害鳥獣被害

対策協議会 H24.9.19 ～ H4.9.21

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 鳥獣対策研修会 静岡県農林産物野生

鳥獣被害対策連絡会 H24.9.26 ～ H24.9.28

根角博久 傾斜地園芸研究領域 農業技術習得講座等 呉市雇用促進協議会 H24.9.27 ～ H24.9.28

高橋佳孝 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度中央畜産技術研
修会（肉用牛） 農林水産省生産局 H24.10.3 ～ H24.10.4

柴田昇平 傾斜地園芸研究領域 農業気象と環境に関する講
演 香川県立農業大学 H24.10.15 ～ H24.10.15

堤道生 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度水田 ･ 里山放牧
推進協議会情報交換会 畜産草地研究所 H24.10.16 ～ H24.10.17

森伸介 水田作研究領域 生物応用化学科研究室演習
（二）特別講義

東京農業大学　生物
応用化学科 H24.10.16 ～ H24.10.17

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

地域ぐるみのモデル実証事
業

熊本県農林水産部経
営局むらづくり課 H24.10.16 ～ H24.10.19

江口祐輔 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

埼玉県鳥獣被害対策セミナ
ー（平成 24 年度鳥獣害防止
指導者育成研修）

埼玉県 H24.10.17 ～ H24.10.19

上田弘則 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

埼玉県鳥獣被害対策セミナ
ー（平成 24 年度鳥獣害防止
指導者育成研修）

埼玉県 H24.10.17 ～ H24.10.19

柴田昇平 傾斜地園芸研究領域 農業気象と環境に関する講
演 香川県立農業大学 H24.10.22 ～ H24.10.22

高橋佳孝 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 耕作放棄地解消対策研修会 徳島県 H24.10.23 ～ H24.10.24

山内稔 水田作研究領域 鉄コーティング直播技術研
修会

ヤンマー株式会社　
農機事業本部 H24.10.23 ～ H24.10.26

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

北陸地域鳥獣被害対策セミ
ナー in 鯖江および鳥獣害の
ないふるさとづくりシンポ
ジウム

鯖江市 H24.10.25 ～ H24.10.27

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

丹南地域鳥獣害対策秋期研
修会

福井県丹南農林総合
事務所 H24.10.26 ～ H24.10.26

吉岡藤治 作物機能開発研究領域
平成 24 年度地域産学連携支
援委託事業第 3 回アグリ技
術シーズセミナー

社団法人　農林水産
･ 食品産業技術振興
協会

H24.10.26 ～ H24.10.27

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

JA 大井川鳥獣被害対策研修
会 大井川農業協同組合 H24.10.28 ～ H24.10.30

柴田昇平 傾斜地園芸研究領域 農業気象と環境に関する講
演 香川県立農業大学 H24.10.29 ～ H24.10.29

大谷一郎 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

公開シンポジウム「グラン
ドカバープランツ法面での
生育および土壌保全機能と
雑草発生」

特定非営利活動法人
　緑地雑草科学研究
所

H24.10.31 ～ H24.11.1

山内稔 水田作研究領域 鉄コーティング直播技術研
修会

ヤンマー株式会社　
農機事業本部 H24.11.1 ～ H24.11.1

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度鳥獣被害対策研
修会 栃木県 H24.11.1 ～ H24.11.3

柴田昇平 傾斜地園芸研究領域 農業気象と環境に関する講
演 香川県立農業大学 H24.11.5 ～ H24.11.5

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 鳥獣害対策勉強会 梼原町有害鳥獣被害

対策協議会 H24.11.7 ～ H24.11.9
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氏　　名 講 師 所 属 研 修 会 等 名 依　頼　者 期　　　　間

亀井雅浩 業務推進室長
平成 24 年度中国四国 ･ 近畿
ブロックハイグレード稲発
酵粗飼料生産現地検討会

中国四国農政局 H24.11.8 ～ H24.11.8

江口祐輔 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

「動物応用科学概論Ⅱ」特別
講師 麻布大学　獣医学部 H24.11.18 ～ H24.11.20

上田弘則 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

北陸 ･ 近畿 ･ 東海地域鳥獣
害対策研修会 東海農政局 H24.11.19 ～ H24.11.21

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

地域ぐるみのモデル実証事
業のモデル地区に対する指
導及び鳥獣被害対策地域リ
ーダー養成研修会

熊本県農林水産部経
営局むらづくり課 H24.11.20 ～ H24.11.23

江口祐輔 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 サル被害防除研修会

福岡 ･ 糸島地域鳥獣
被害防止対策広域連
絡協議会

H24.11.21 ～ H24.11.22

堤道生 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

セミナー「耕作放棄地と IT
技術の活用による牛放牧の
新展開」

特定非営利活動法人
中国四国農林水産・
食品先進技術研究会

H24.11.27 ～ H24.11.27

松本和典 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度山口型放牧研究
会研修会 山口畜産技術協会 H24.11.28 ～ H24.11.29

長峰司 所長 「植物機能利用学」の講義 県立広島大学 H24.11.29 ～ H24.11.29

川嶋浩樹 傾斜地園芸研究領域 平成 24 年度高度専門技術習
得研修（野菜特産・花き） 徳島県農林水産部 H24.12.3 ～ H24.12.4

星　典宏 傾斜地園芸研究領域 果樹研究所と生研センター
との意見交換会 果樹研究所 H24.12.5 ～ H24.12.6

田中宏明 傾斜地園芸研究領域 2012 年度第 4 回農研機構産
学官連携交流セミナー

農業 ･ 食品産業技術
総合研究機構 H24.12.10 ～ H24.12.11

山内稔 水田作研究領域 鉄コーティング直播技術研
修会

ヤンマー株式会社　
農機事業本部　国内
推進部

H24.12.11 ～ H24.12.11

三浦一芸 水田作研究領域 平成 24 年度第 1 回技術研修
（ゼミナール）

農林水産省神戸植物
防疫所 H24.12.18 ～ H24.12.18

山内稔 水田作研究領域 水稲直播栽培検討会 稲敷地域農業改良普
及事業推進協議会 H24.12.18 ～ H24.12.19

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度庄原市鳥獣害防
除対策研修「“ 守れる集落 ”
の作り方」

庄原市 H24.12.20 ～ H24.12.21

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 鳥獣対策勉強会 梼原町有害鳥獣被害

対策協議会 H25.1.9 ～ H25.1.11

江口祐輔 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度福岡県鳥獣害対
策現地研修会

福岡県農林水産部畜
産課 H25.1.16 ～ H25.1.18

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

アグリミーティング 2013in
島根　鳥獣害被害防止に関
する講演と指導

全国農業協同組合連
合会島根県本部 H25.1.19 ～ H25.1.19

江口祐輔 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度地域雇用創造推
進事業（雇用拡大）農業生
産者支援事業「有害鳥獣と
の共存方法セミナー」

土佐清水市地域雇用
創造協議会 H25.1.20 ～ H25.1.22

中込弘二 水田作研究領域 平成 24 年度飼料用米推進大
会 全国飼料増産協議会 H25.1.22 ～ H25.1.22

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

むらづくり研修会（鳥獣被
害対策編）

熊本県農林水産部経
営局むらづくり課 H25.1.22 ～ H25.1.25

世古智一 水田作研究領域 高知大学農学部自主セミナ
ー及び高知昆虫学セミナー

国立大学法人高知大
学農学部 H25.1.25 ～ H25.1.26

山内稔 水田作研究領域
鉄コーティングフォーラム
新潟「鉄コーティング直播
栽培技術の動向」

株式会社　クボタ　
農機国内営業本部 H25.1.31 ～ H25.2.1

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度静岡県鳥獣被害
対策総合アドバイザーフォ
ローアップ研修会

静岡県農業協同組合
中央会 H25.2.7 ～ H25.2.9

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

地域ぐるみのモデル実証事
業のモデル地区等に対する
指導

熊本県農林水産部経
営局むらづくり課 H25.2.13 ～ H25.2.16

世古智一 水田作研究領域
平成 24 年度広島県立西条農
業高等学校 SSH 研究成果発
表会

広島県立西条農業高
等学校 H25.2.17 ～ H25.2.17
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氏　　名 講 師 所 属 研 修 会 等 名 依　頼　者 期　　　　間

川嶋浩樹 傾斜地園芸研究領域 第 34 回施設園芸総合セミナ
ー

社団法人日本施設園
芸協会 H25.2.20 ～ H25.2.21

千葉雅大 水田作研究領域 コウノトリ育むお米生産部
会栽培技術研修会

兵庫県但馬県民局豊
岡農業改良普及セン
ター

H25.2.27 ～ H25.2.27

村上弘治 環境保全型野菜研究領
域 植物防疫研究会 静岡県植物防疫協会 H25.2.28 ～ H25.3.1

上田弘則 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度地域ぐるみの捕
獲推進モデル事業中央委員
会

一般財団法人自然環
境研究センター H25.3.5 ～ H25.3.7

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 鳥獣対策勉強会 梼原町有害鳥獣被害

対策協議会 H25.3.6 ～ H25.3.8

川嶋浩樹 傾斜地園芸研究領域 温室環境制御高度化に関す
る情報交換会

静岡県農林技術研究
所 H25.3.8 ～ H25.3.9

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 鳥獣害防除対策研修 庄原市 H25.3.9 ～ H25.3.10

上田弘則 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

農作物野生鳥獣被害対策ア
ドバイザー派遣

阿佐地域鳥獣害防止
広域対策協議会 H25.3.13 ～ H25.3.15

井上雅央 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域 鳥獣害防除対策研修 庄原市 H25.3.16 ～ H25.3.17

高橋佳孝 畜産草地 ･ 鳥獣害研究
領域

平成 24 年度中国四国地域飼
料増産に関する研修会 全国飼料増産協議会 H25.3.21 ～ H25.3.21

３）当センター主催の技術指導
研　修　会　等　名 期　　　　　　　　間 開　　催　　場　　所 参加者数

【革新的農業技術に関する研修】 
品目別高度先進技術研修 < 野菜 > 
( 施設野菜の低コスト生産技術 )

H24.7.18 ～ H24.7.19 四国センター 15 名

４）依頼分析、試験および同定

区　分 担当研究領域 件　　数

該当なし

４．共同研究 
共同研究相手先 担当研究領域 件　　数

広島県立総合技術研究所

水田作研究領域　 1
全国農業協同組合連合会 広島県本部

広島県穀物改良協会

広島県酒造協同組合

独立行政法人 産業技術総合研究所 作物機能開発研究領域 1

果樹研究所
傾斜地園芸研究領域     1

公立大学法人 横浜市立大学

日本製粉 株式会社 作物機能開発研究領域　　 1

ＮＥＣシステムテクノロジー　株式会社
傾斜地園芸研究領域 1

三重県　（三重県農業研究所）

独立行政法人 酒類総合研究所
水田作研究領域　　　　　　　　 1

黄桜 株式会社

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 環境保全型野菜研究領域 1

滋賀県 （滋賀県農業技術振興センター） 傾斜地園芸研究領域　　　　 1

日本製粉株式会社 中央研究所 水田作研究領域 1

住友大阪セメント株式会社 セメント・コンク
リート研究所 傾斜地園芸研究領域　　　　 1

近江度量衡 株式会社 傾斜地園芸研究領域　　　　 1
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６．開放型研究施設（オープンラボ）の利用状況 
施　　　　　設　　　　　名 利用者数（人）

農産物等成分解析開放型研究施設 678

傾斜地農業開放型研究施設 240

第２共同実験棟 1,159

５．協定研究 
協定研究相手先 担当研究領域 件　　数

ホクレン農業協同組合連合会 農業総合研究所水田作研究領域　　　 1

島根県畜産技術センター 畜産草地・鳥獣害研究領域　 1

愛媛県農林水産研究所 傾斜地園芸研究領域　 1

島根県立農林大学校 畜産草地・鳥獣害研究領域　 1

徳島県立農林水産総合技術支援センター
作物機能開発研究領域 1

愛媛県東予地方局産業経済部

京都府農林水産技術センター 環境保全型野菜研究領域　　 1

生物系特定産業技術研究支援センター 傾斜地園芸研究領域　 1

国立大学法人岡山大学 傾斜地園芸研究領域　 1

徳島県立農林水産総合技術支援センター 作物機能開発研究領域 1

安房農業協同組合神戸支所 作物機能開発研究領域 1

兵庫県立農林水産技術総合センター 作物機能開発研究領域 1

株式会社 タカキタ 営農・環境研究領域　 1
独立行政法人家畜改良センター 茨城牧場長野
支場 水田作研究領域 1

広島県穀物改良協会 水田作研究領域 1

徳島県立農林水産総合技術支援センター
環境保全型野菜研究領域 1

デナイナーフーズ 株式会社

和歌山県果樹試験場 傾斜地園芸研究領域　 1
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Ⅶ　組織・人事・会計
１．組　　織
所 長

四国農業研究監 四国地域の農業に関する試験及び研究並びに調査に関する業務

企 画 管 理 部 審 議 役 重要な総務に関する業務を総括整理

研 究 調 整 役 特定の試験及び研究並びに調査の企画、立案及び調整に関する業務

業 務 推 進 室
調 査 役 予算の要求、配分及び執行に係る計画の立案等に係る調査の業務

企画チーム （企画調整、交流調整）

運営チーム （連絡調整、運営調整、予算管理）

管 理 課
庶務チーム （労務･職員管理、庶務、厚生）

会計チーム （会計、審査、調達、資産管理）

綾部管理チーム （庶務、会計）

大田管理チーム （庶務、会計）

情 報 広 報 課 試験及び研究並びに調査に係る情報の収集、整理、提供及び成果の広報並
びに情報システムの管理

四国企画管理室
調 査 役 四国研究センターにおける総務に関する特定の業務を総括し、及び総務に

関する事項についての関係部署との連絡調整の業務

連絡調整チーム （企画調整、情報管理、広報）

管理チーム （庶務、厚生、会計、調達、資産管理）

営農・環境研究領域 営農・環境研究領域は、近畿中国四国地域における水田営農に関する技術
の開発及び経営評価並びに環境保全技術の開発に係る試験及び研究並びに
調査に関する業務

水田作研究領域 水田作研究領域は、近畿中国四国地域における水稲・小麦の品種育成及び
作物栽培管理に関する技術に係る試験及び研究並びに調査に関する業務

作物機能開発研究領域 作物機能開発研究領域は、近畿中国四国地域における大麦・大豆品種の育
成並びに農産物の健康機能性の解明及び有効利用技術の開発に係る試験及
び研究並びに調査に関する業務

傾斜地園芸研究領域 傾斜地園芸研究領域は、近畿中国四国地域における傾斜地資源を活用した
カンキツ等の果樹生産技術の開発及び施設等を利用した野菜生産技術の開
発に係る試験及び研究並びに調査に関する業務

環境保全型野菜研究領域 環境保全型野菜研究領域は、近畿中国四国地域における環境保全型野菜生
産技術の開発に係る試験及び研究並びに調査に関する業務

畜産草地・鳥獣害研究領域 畜産草地・鳥獣害研究領域は、近畿中国四国地域における地域飼料資源に
よる黒毛和種の生産技術の開発及び鳥獣害対策技術の開発に係る試験及び
研究並びに調査に関する業務

研究支援センター 試験及び研究並びに調査に供するほ場及び動植物の管理に関する業務
業務第１科（福山）

〃 （綾部研究拠点駐在）

業務第２科（善通寺）

業務第３科（大田）
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２．人　　事
１）現在員数 （平成 25 年 3 月 31 日現在）

所　　　属 指定職員 一般職員 技術専門
職員 研究職員 任期付

研究員 計

所長 1 1
所付 1 1
四国農業研究監 1 1
企画管理部 46 2 6 54
営農・環境研究領域 17 17
水田作研究領域 30 1 31
作物機能開発研究領域 9 9
傾斜地園芸研究領域 24 24
環境保全型野菜研究領域 9 1 10
畜産草地・鳥獣害研究領域 11 1 12
研究支援センター 1 67 3 71

計 1 47 69 111 3 231
※ 現在員：3 月 31 日付け定年退職、辞職を含む。
　 　　　：派遣職員及び育児休業を含む。
　 　　　：育児休業に伴う任期付職員を除く。

２）農研機構特別研究員 （平成 25 年 3 月 31 日現在）
研　　究　　課　　題 福　山 善通寺 綾　部 大　田 計

オーキシン生合成経路と阻害剤作用の解析に関する
研究業務 １ １

    委        員        等 依     頼    元 所           属 氏　    名 任         　　期
香川大学公正研究委員会委員 香川大学長 四国農業研究監 児嶋　清 H23.4.1 ～ H25.3.31

中国四国農政局国営土地改良事
業地区営農推進功労者表彰審査
会審査員

中国四国農政局長 営農・環境研究領域
長

川上秀和 H23.5.13 ～ H25.3.31

山口県鳥獣被害防止対策協議会
委員

山口県農林水産部長 畜産草地・鳥獣害研
究領域主任研究員 
( 鳥獣害研究チーム
主任研究員 )

上田弘則 H22.6.1 ～ H25.5.31

環境省環境研究総合推進費「野
草類の土壌環境に対する生育適
性の評価と再生技術の開発 (D-
1001)」のアドバイザー

（独）農業環境技術研
究所理事長

畜産草地・鳥獣害研
究領域上席研究員

高橋佳孝 H23.6.29 ～ H25.3.31

かがわ農商工連携ファンド事業
審査委員会委員

（財）かがわ産業支援
財団理事長

上席研究員 関谷敬三 H23.8.28 ～ H25.3.31

外部評価会議委員 山口県農林総合技術
センター所長

営農・環境研究領域
長

川上秀和 H23.8.30 ～ H25.3.31

香川県ふるさと・水と土保全対
策推進委員会委員

香川県知事 傾斜地園芸研究領
域主任研究員

細川雅敏 H23.4.27 ～ H25.6.26

阿蘇環境デザイン策定委員会委
員

阿蘇市教育長 畜産草地・鳥獣害研
究領域上席研究員

高橋佳孝 H23.10.11 ～ H26.3.31

滋賀県農林水産関係試験研究外
部評価委員会委員

滋賀県農政水産部長 環境保全型野菜研
究領域長

佐藤隆德 H23.8.10 ～ H26.8.31

阿蘇文化的景観調査検討委員会
委員

阿蘇市教育長 畜産草地・鳥獣害研
究領域上席研究員

高橋佳孝 H24.4.1 ～ H26.3.31

岡山県野生鳥獣保護管理対策協
議会委員

岡山県環境文化部長 畜産草地・鳥獣害研
究領域上席研究員

江口祐輔 H23.6.23 ～ H29.3.31

水稲関係除草剤専門委員会専門
調査員

（財）日本植物調節剤
研究協会理事長

四国農業研究監 児嶋清 H24.5.1 ～ H25.3.31

岡山県農林水産総合センター畜
産研究所外部評価委員会委員

岡山県農林水産総合
センター畜産研究所
長

畜産草地・鳥獣害研
究領域長

篠田満 H24.4.1 ～ H26.3.31

水稲関係除草剤専門委員会専門
調査員

（財）日本植物調節剤
研究協会理事長

水田作研究領域主
任研究員

橘雅明 H24.5.1 ～ H25.3.31

水稲関係除草剤専門委員会専門
調査員

（財）日本植物調節剤
研究協会理事長

水田作研究領域主
任研究員

伏見昭秀 H24.5.1 ～ H25.3.31

３）委員等の就任状況
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    委        員        等 依     頼    元 所           属 氏　    名 任         　　期
緑地管理関係除草剤専門委員会
専門調査員

（財）日本植物調節剤
研究協会理事長

畜産草地・鳥獣害研
究領域上席研究員

大谷一郎 H24.5.1 ～ H25.3.31

岡山県農林水産総合センター農
業研究所外部評価委員会委員

岡山県農林水産総合
センター農業研究所
長

所長 長峰司 H24.4.26 ～ H26.3.31

施設園芸省エネルギー新技術等
開発支援事業支援検討委員

スーパーホルトプロ
ジェクト協議会会長

傾斜地園芸研究領
域主任研究員

川嶋浩樹 H24.5.24 ～ H25.3.31

平成２４年度地域産学連携支援
委託事業におけるコーディネー
ター

（社）農林水産先端技
術産業振興センター
理事長

傾斜地園芸研究領
域上席研究員

長﨑裕司 H24.5.15 ～ H25.3.22

中国四国農政局国営事業地区営
農基盤整備等推進委員会委員

中国四国農政局長 企画管理部長 佐野資郎 H24.5.17 ～ H25.3.31

中国四国農政局国営事業地区営
農基盤整備等推進委員会幹事会
幹事

中国四国農政局長 企画管理部長 佐野資郎 H24.5.17 ～ H25.3.31

中国四国農政局国営事業地区営
農基盤整備等推進委員会作業部
会部会員

中国四国農政局長 業務推進室長 亀井雅浩 H24.5.17 ～ H25.3.31

新稲作研究会委員 （社）農林水産・食品
産業技術振興協会理
事長

四国農業研究監 児嶋清 H24.6.8 ～ H25.3.31

京都大学東南アジア研究所共同
利用・共同研究拠点共同研究員

京都大学東南アジア
研究所長

傾斜地園芸研究領
域主任研究員

内田晴夫 H24.6.14 ～ H25.3.31

香川県農業技術総合推進検討会
委員

香川県知事 四国農業研究監 児嶋清 H24.8.1 ～ H25.3.31

平成 24 年度地域ぐるみの捕獲
推進モデル事業中央委員会検討
委員

（財）自然環境研究セ
ンター理事長

畜産草地・鳥獣害研
究領域主任研究員

上田弘則 H24.8.9 ～ H25.3.29

阿蘇草原再生協議会委員 （株）メッツ研究所 
（環境省九州事務局）

畜産草地・鳥獣害研
究領域上席研究員

高橋佳孝 H24.8.20 ～ H25.3.25

大阪府立環境農林水産総合研究
所研究アドバイザリー委員会委
員

地方独立行政法人大
阪府立環境農林水産
総合研究所理事長

企画管理部長 佐野資郎 H24.8.24 ～ H25.3.31

新稲作研究会実施課題審査選考
委員

（財）農業技術協会 四国農業研究監 児嶋清 H24.9.21 ～ H25.3.31

笠岡市バイオマス利活用推進協
議会委員

笠岡市長 傾斜地園芸研究領
域上席研究員

井上久義 H24.10.3 ～ H25.3.31

兵庫県立農林水産技術総合セン
ター外部評価専門委員会委員

兵庫県知事 畜産草地・鳥獣害研
究領域長

篠田満 H24.11.19 ～ H25.3.31

平成 24 年度飼料自給率向上品
種開発・品種識別研究開発事業
に係る技術開発研究推進検討委
員会委員

（社）日本草地畜産種
子協会会長

研究支援センター
業務第３科長

上山泰史 H24.12.10 ～ H25.3.31

東京都鳥獣害対策委員会評価部
会委員

東京都産業労働局農
林水産部長

畜産草地・鳥獣害研
究領域上席研究員

江口祐輔 H25.2.16 ～ H27.2.15

４）叙勲
氏　　名 所　　　　　属 名　　　称 受賞年月日

波止博明 元　中国農業試験場作
物部主任研究官 瑞宝双光章 H24.4.1

玉置磐彦
元　四国農業試験場土
地利用部作目立地研究
室長

瑞宝双光章 H24.4.1

吉村正機 元　中国農業試験場長 瑞宝中綬章 H24.11.3

山崎清功 元　四国農業試験場土
地利用部主任研究官 瑞宝双光章 H25.1.1

５）受賞
氏　　名 所　　　　　属 名　　　称 受賞年月日 受　　賞　　課　　題

高橋佳孝 畜産草地・鳥獣害研究
領域

平成 24 年度「み
どりの日」自然環
境功労者環境大臣
表彰保全活動部門

H24.4.25 草原景観の再生・維持に積極的に取
り組まれ自然環境保全に尽力

寺元郁博 営農・環境研究領域
Ｇ空間
EXPO2012 ｢Ｇｅ
ｏアクティビティ
フェスタ｣ 奨励賞

H24.6.22 基盤地図情報 WMS 配信サービス

畔栁武司 傾斜地園芸研究領域 国際農業工学会専
門委員会功績賞 H24.7.10

Validation of CFD simulation of 
Airflow from an Air Circulator above 
Crop Canopies

－70－



Ⅶ　組織・人事・会計

氏　　名 所　　　　　属 名　　　称 受賞年月日 受　　賞　　課　　題

出田収 
飯田修一 水田作研究領域

NARO RESEARCH 
PRIZE 2012（グル
ープ賞）

H24.9.27 茎葉多収で糖含有率が高い稲発酵粗
飼料用水稲品種「たちすずか」

吉田晋一 営農・環境研究領域 地域農林経済学会
個別報告優秀賞 H24.10.21 直売所切り花売場における消費者行

動の分析

望月秀俊 営農・環境研究領域
土壌物理学会学会
賞（優秀ポスター
賞）

H24.11.2
コンペネで水稲の苗立ちを予測する
－新たな分類指標の策定：岡山県南
部乾田直播少量播種圃場の場合－

山内稔 水田作研究領域 日本作物学会技術
賞 H25.3.28 鉄コーティング種子を用いた水稲の

湛水播種技術

生駒泰基 環境保全型野菜研究領
域

日本作物学会論文
賞 H25.3.28

南西諸島の極強酸性土壌における家
畜ふん堆肥施用がソバ (Fagopyrum 
esculentum Moench) の生育と収量
に及ぼす影響

千葉雅大 
松村修 水田作研究領域 日本作物学会論文

賞 H25.3.28 深水栽培による米粒外観品質向上要
因の解析

６）学位授与
氏　　　名 所　　　属 名　　　　称 取得年月日 論　　　文　　　名

佐藤恵一 傾斜地園芸研究領
域

博士（農学）（広島大
学） H25.3.5 中山間・傾斜地域における日照環境

評価手法の高度化

区　　　　　　　　　分 福  山 善通寺 綾  部 大  田 計
収　　入
１．運営費交付金収入（前年度繰越金） 7,850 7,362 0 0 15,212 
２．事業収入 289 1,161 113 16,771 18,334 

（1）生産物等売払収入 0 1,160 113 16,771 18,044 
（2）その他事業収入 289 1 0 0 290 

３．受託収入 66,185 0 0 0 66,185 
（1）受託研究収入 56,884 0 0 0 56,884 

             ア．政府受託研究収入 40,390 0 0 0 40,390 
イ．地方公共団体受託研究収入 300 0 0 0 300 
ウ．独立行政法人受託研究収入 15,414 0 0 0 15,414 
エ．国立大学法人受託研究収入 300 0 0 0 300 
オ．その他受託研究収入 480 0 0 0 480 

（2）受託調査等収入 0 0 0 0 0 
（3）受託出張収入 9,301 0 0 0 9,301 

ア．地方公共団体受託出張収入 2,615 0 0 0 2,615 
イ．独立行政法人受託出張収入 0 0 0 0 0 
ウ．国立大学法人受託出張収入 315 0 0 0 315 
エ．その他受託出張収入 6,371 0 0 0 6,371 

４．補助金等収入 0 0 0 0 0 
５．事業外収入 1,859 0 8 0 1,867 
６．臨時収入 5 68 619 0 692 
７．通過資金預り金 1,099 0 0 0 1,099 
８．繰越積立金 6 0 0 0 6 

計 77,293 8,591 740 16,771 103,395 

3．会　　計
１）決　算　（所在地別内訳） 　　　単位：千円
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区　　　　　　　　　分 福  山 善通寺 綾  部 大  田 計
支　　出
１．運営費交付金 320,421 198,858 48,999 96,597 664,875 

（1）一般管理費 47,271 37,942 9,271 16,382 110,866 
ア．所運営費 16,293 5,678 349 676 22,996 
イ．管理諸費 30,978 32,264 8,922 15,706 87,870 

（2）業務経費 273,150 160,916 39,728 80,215 554,009 
２．事業収入経費 7,259 5,554 1,327 4,193 18,333 
３．受託収入経費 85,883 65,110 11,335 11,368 173,696 

（1）受託研究収入経費 75,828 64,757 11,302 10,508 162,395 
ア．政府受託研究収入 68,245 32,348 11,302 10,508 122,403 
イ．地方公共団体受託研究経費 0 300 0 0 300 
ウ．独立行政法人受託研究経費 7,103 21,527 0 0 28,630 
エ．国立大学法人受託研究経費 0 300 0 0 300 
オ．その他受託研究経費 480 10,282 0 0 10,762 

（2）受託調査等経費 2,000 0 0 0 2,000 
（3）受託出張経費 8,055 353 33 860 9,301 

ア．地方公共団体受託出張経費 2,385 13 0 217 2,615 
イ．独立行政法人受託出張経費 0 0 0 0 0 
ウ．国立大学法人受託出張経費 313 2 0 0 315 
エ．その他受託出張経費 5,357 338 33 643 6,371 

４．補助金等経費 0 546 0 0 546 
５．事業外収入経費 590 793 67 417 1,867 
６．臨時収入経費 5 68 619 0 692 
７．通過資金預り金 58,677 2,275 0 900 61,852 

計 472,835 273,204 62,347 113,475 921,861 

２）固定資産 （所在地別内訳） 　　　平成 25 年 3 月 31 日現在
区　　　　　　分 福  山 善通寺 綾  部　 大  田 計

有形固定資産

　土      地 （㎡） 227,093.5 963,610.29 62,907.89 2,019,455.99 3,273,067.22 
　建物建面積 （㎡） 11,377.62 13,130.50 4,535.3 9,783.79 38,826.94 
　建物延面積 （㎡） 16,231.40 16,408.64 5,138.98 11,259.52 49,038.54 
　構  築  物　(式 ) 1 1 1 1 4 
　樹      木　(本） 428 745 37 255 1,465 
　立      木　(㎥ ) 0.0 4,045.92 0.0 6,719.96 10,765.88 
　機械装置    ( 点 ) 84 66 13 22 185 
　車輛運搬具　(点 ) 14 15 8 8 45 
　工具器具備品 (点 ) 271 261 79 80 691 
無形固定資産

  ソフトウェア (点） 20 15 1 0 36 
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Ⅷ 主な会議等
１．近畿中国四国農業試験研究推進会議

会　　　議　　　名 開    催   日 開　催　場　所 参　　集　　者
近畿中国四国農業試験研究推進会議 
評価企画会議

H24.8.22 福山市生涯学習プラザ 合計 47 名 
（内訳）農政局４名、府県関係者
28 名、果樹研１名、近中四農研
14 名

近畿中国四国農業試験研究推進会議 
試験研究推進部会

H25.1.28 ～
H25.2.1

近畿中国四国農業研究センター
（福山） 
野菜茶業研究所（金谷） 
福山市生涯学習プラザ 
福山市市民参画センター

合計 503 名 
（延人数）農林水産技術会議事務
局１名、生産局１名、農政局 10
名、植防２名、大学等 13 名、他
独法１名、府県関係者 340 名、
機構内 36 名、近中四農研 93 名、
その他６名

近畿中国四国農業試験研究推進会議 
本会議

H25.2.8 福山市生涯学習プラザ 合計 64 名 
（内訳）農林水産技術会議事務
局１名、農政局９名、府県関係
者 35 名、機構本部１名、野茶研
１名、果樹研１名、農工研１名、
近中四農研 15 名

２．近畿中国四国地域問題別研究会
会　　   　　議　  　　　名 開　　催　　日 開 催 場 所 参加者数

温暖化等の気象変動に対応した果樹の品種・栽培技術
の開発

H24.7.19 ～ H24.7.20 岡山県岡山市 94 名

雑草管理技術の視点と対象の変遷と展望－今、何が求
められているのか－

H24.7.24 岡山県岡山市 100 名

新規参入における就農の実態と定着支援のあり方 H24.7.30 ～ H24.7.31 広島県福山市 45 名
生物工学分野におけるシーズ・ニーズのマッチングフ
ォーラム－産学官民連携で推進する地域特産物の開発
から販売まで－

H24.8.9 ～ H24.8.10 岡山県津山市 22 名

平成 24 年度温暖地域水稲育成系統立毛検討会 H24.9.3 ～ H24.9.4 広島県福山市、 
兵庫県加西市

49 名

冬作技術研究会 H24.9.20 ～ H24.9.21 広島県福山市 28 名

施設内の高温化に対応した野菜の安定生産技術と作業
技術への先端技術導入

H24.10.2 ～ H24.10.3 兵庫県加西市、 
神戸市

36 名

高糖分飼料イネ「たちすずか」普及連絡会現地検討会
（山口県）及び近畿中国四国農業試験研究推進会議畜産
草地推進部会問題別研究会

H24.10.11 ～ H24.10.12 山口県下関市 73 名

茶における被覆栽培技術の現状と課題 H24.10.25 ～ H24.10.26 岐阜県岐阜市 38 名
施設野菜類の省エネ・環境制御による高収益栽培技術 H24.11.8 ～ H24.11.9 高知県高知市、 

南国市他
55 名

現場で活用できる土壌診断の現状と課題 H24.11.19 ～ H24.11.20 香川県綾歌郡、 
高松市

52 名

食品流通問題別研究会 H24.11.27 ～ H24.11.28 奈良県奈良市 28 名
花き栽培におけるエネルギー有効利用技術の開発 H24.12.6 ～ H24.12.7 香川県高松市 45 名
高度管理手法による作物病害虫制御技術 H25.3.4 ～ H25.3.6 広島県福山市 103 名
育種栽培検討会（水稲品種・系統検討会　栽培研究会
大豆品種・系統検討会）

H25.3.5 ～ H25.3.6 広島県福山市 52 名

農薬の作物残留、環境中動態及び生物影響に関する研
究の現状と課題

H25.3.11 ～ H25.3.12 岡山県岡山市 25 名

３．地域研究・普及連絡会議
会　　    　　議　   　　　名 開 催 日 開　催　場　所 参加者数

平成 24 年度近畿地域研究・普及連絡会議 H24.10.23 ルビノ京都堀川 38 名
平成 24 年度中国四国地域研究・普及連絡会議 H24.10.10 岡山第２合同庁舎 39 名
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４．新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業推進会議等
会　　    　　議　   　　　名 開 催 日 開　催　場　所 参加者数

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「地球温暖
化の抑制と水質保全に資する地域資源活用型農地管理技術の
実証と導入促進」現地研究会

H24.7.9 ～
H24.7.10

室内検討会：秋田県秋田市
民交流プラザ（秋田市） 
現地視察：秋田県農業試験
場大潟農場、八郎湖流域現
地実証試験地（大潟村、八
郎潟村）

25 名

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「高保温性
能で暖房燃料使用量を大幅に削減する次世代型パイプハウス
の開発」中間検討会

H24.10.2 近畿中国四国農業研究セン
ター四国研究センター（善
通寺市）、農研機構本部ギ
ャラリー（つくば市）、TV
会議

12 名

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「地球温暖
化の抑制と水質保全に資する地域資源活用型農地管理技術の
実証と導入促進」研究推進会議（中間評価）

H24.10.10 トラストシティカンファレ
ンス・丸の内（東京都）

16 名

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「鉄コーテ
ィング種子を活用した無代かき直播技術の確立」推進会議

H25.1.18 岡山大学農学部（岡山市） 22 名

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「持続的な
農業を展開するための鳥獣害防止技術の開発」成果発表会

H25.1.24 兵庫県立美術館ミュージア
ムホール（神戸市） 64 名

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「持続的な
農業を展開するための鳥獣害防止技術の開発」研究成績検討
会議

H25.1.25 兵庫県民会館（神戸市） 15 名

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「高保温性
能で暖房燃料使用量を大幅に削減する次世代型パイプハウス
の開発」推進会議

H25.1.24 ～
H25.1.25

近畿中国四国農業研究セン
ター四国研究センター（善
通寺市）

17 名

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「地球温暖
化の抑制と水質保全に資する地域資源活用型農地管理技術の
実証と導入促進」研究推進会議

H25.2.7 トラストシティカンファレ
ンス・丸の内（東京都）

18 名

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「クリ新品
種「ぽろたん」の産地拡大の阻害要因である凍害発生の抑制
技術の開発」第 3 回研究推進会議

H25.2.12 近畿中国四国農業研究セン
ター四国研究センター（善
通寺市）

14 名

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「複合型生
物資源モニタリングを活用した広域連携周年放牧技術の開発
と実証」成果発表会「広域連携周年放牧を支援する技術・成果」

H25.2.19 成果発表会：広島県東部建
設事務所三原支所（三原市） 
実証現地視察：三原市佐木
島（三原市）

67 名

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業「複合型生
物資源モニタリングを活用した広域連携周年放牧技術の開発
と実証」評価推進会議

H25.2.20 三原国際ホテル（三原市） 23 名

５．地域総合研究評価会議・現地推進検討会
会　　　議　　　名 開 催 日 開催場所 参加者数

現地実証等事業「カンキツ生産技術」関連現地検討会 H24.7.12 ～
H24.7.13

事業推進検討会：越智今治
農業弓道組合（今治市） 
現地検討会：レモン谷（尾
道市）、愛媛県東予地方局
産業経済部今治支局産地育
成室（今治市）

64 名

現地実証等事業「夏秋トマト安定生産技術」及び農研機構中
課題「温暖地視察園芸」合同計画・進捗状況検討会

H24.7.18 ～
H24.7.19

近畿中国四国農業研究セン
ター四国研究センター（善
通寺市）

27 名

高糖分飼料イネ「たちすずか」普及連絡会現地検討会（山口
県）及び近畿中国四国農業試験研究推進会議畜産草地推進部
会問題別研究会

H24.10.11 ～
H24.10.12

室内検討会：海峡メッセ下
関国際会議場（下関市） 
現地視察：菊川町飼料イネ
生産利用推進協議会圃場

73 名

現地実証等事業「夏秋トマト安定生産技術」関連成績検討会 H25.1.21 ～
H25.1.22

近畿中国四国農業研究セン
ター（福山市）

22 名

高糖分飼料イネ「たちすずか」現地実証等事業成績検討会 H25.2.25 近畿中国四国農業研究セン
ター（福山市）

32 名

現地実証等事業「カンキツ生産技術」関連成績検討会 H25.2.27 ～
H25.2.28

近畿中国四国農業研究セン
ター四国研究センター（善
通寺市）

38 名
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６．その他会議
会　　    　　議　   　　　名 開 催 日 開　催　場　所 参加者数

農研機構シンポジウム「イチゴの安定生産技術と新品種育成
の最前線」

H24.10.24 ～
H24.10.25

キャンパスプラザ京都（京
都市）

178 名

近畿中国四国農業研究センターセミナー「中国四国農政局「食
料・農業・農村情勢報告」の特徴を深掘りする」

H24.8.03 近畿中国四国農業研究セン
ター（福山市）、TV 会議

37 名

大豆生産等検討会 H24.8.9 近畿中国四国農業研究セン
ター（福山市）

82 名

第 3 回根こぶ病研究会 H24.11.27 ～
H24.11.28

キャンパスプラザ京都（京
都市）

48 名

農研機構国際シンポジウム「地域発低コスト・省エネをめざ
した施設園芸イノベーションシンポジウム」

H24.12.11 ～
H24.12.12

岡山コンベンションセンタ
ー（岡山市）

208 名
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Ⅸ　所在地

　【本所】（福山市）
　〒 721-8514
　　広島県福山市西深津町 6-12-1
　　ＴＥＬ　084-923-4100（代）
　　ＦＡＸ　084-924-7893
　　最寄駅　JR山陽本線、JR山陽新幹線、
　　　　　　JR福塩線「福山駅」

　【四国研究センター】（善通寺市）
　〒 765-8508
　　香川県善通寺市仙遊町 1-3-1
　　ＴＥＬ　0877-62-0800（代）
　　ＦＡＸ　0877-63-1683
　　最寄駅　JR土讃線「善通寺駅」

　【綾部研究拠点】（綾部市）
　〒 623-0035
　　京都府綾部市上野町上野 200
　　ＴＥＬ　0773-42-0109（代）
　　ＦＡＸ　0773-42-7161
　　最寄駅　JR山陰本線「綾部駅」

　【大田研究拠点】（大田市）
　〒 694-0013
　　島根県大田市川合町吉永 60
　　ＴＥＬ　0854-82-0144（代）
　　ＦＡＸ　0854-82-2280
　　最寄駅　JR山陰本線「大田市駅」

綾部研究拠点 大田研究拠点

国
道
３
７
５
号

文

福山北消防署 GS

福山東
警察署

畑ほ場
(天神)

本  所
近畿中国四国農業研究センター

CVS
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