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　北海道では、広大な土地資源を背景に、夏季は冷涼で日長・日照時間が長く昼夜の温度差が大きいという立地を生かし、

大規模な水田作、畑作、酪農が展開されています。北海道の耕地面積は114万7千haで日本の25.5%（平成27年度）を占め、

我が国の主要食料生産地となっています。一方、夏季の冷・湿害や冬季の多雪・極低温、泥炭土・重粘土等の特殊土壌など、マイ

ナスの面も持ちあわせています。これらの気象・土地条件を克服し、北海道における農業生産の未来を支える基盤的研究を進

めて行くことが必要となっています。

　北海道の道央地域は石狩川流域を中心として主に水田作が展開し、また、人口が集中する札幌圏に近いことから野菜類

の生産も盛んです。道東・道北地域は典型的な酪農地帯が広がり、釧路、根室、宗谷地方では生乳・乳用牛が農業産出額の多

くを占めています。十勝・オホーツク地方では畑作が盛んで、麦類、豆類、てんさい、ばれいしょ等の畑作物、たまねぎなどの

野菜が生産されています。道南地域は野菜・果樹生産が盛んで、加えて水田作、畑作および畜産も展開されています。

　北海道で生産される主な農作物のうち小麦、て

んさい、ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、そば、た

まねぎ、にんじん、スイートコーン、かぼちゃ、生乳

およびなたねの生産量は全国１位となっています

（平成27年度）。農業産出額は昭和59年以降継

続して約1兆円で推移しています。また、主業農家

が7割を占め、1戸あたり耕地面積23.4ha（平成

26年度）は都府県平均の14.6倍で、土地資源を

活かした専業的な大規模経営が北海道農業の特

徴です。

（平年値 1981ー2010年 気象庁）
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農研機構 北海道農業研究センターの役割
　北海道農業研究センターは、北海道地域の農業・食品産業のさらなる発展に寄与し、国民の皆様に安全で安心な食料を安

定的に提供するため、生産現場のニーズに直結する先導的研究開発と速やかな普及を図ることを使命としています。第4期

中長期計画（平成28～32年）においては、地域のハブ機能を強化し、生産現場の声を研究方針により反映させる仕組みを整

備するとともに、研究開発成果の最大化のため農業関係および異分野の研究機関、行政機関、大学、民間等との連携に取り組

み、「社会実装」を推進します。

　国内農業の現場では、営農人口の減少と、それに伴う経営規模拡大の傾向が続いています。また、海外からの輸入農産物と

の価格競争にも直面しています。こういった課題を解決するため、全国組織を有する農研機構における基盤から応用までの研

究基盤の強みを生かして、生産体系革新と競争力の強化に貢献できる新技術を開発し、地域への橋渡し役として、開発技術の

速やかな社会実装を目指してまいります。
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水田機械作業グループ：作期が限定される北海道での大規模水田営農システムの実現に向けて、乾田直播栽培におけ
る前年整地やGNSS均平機など、春作業の省力化と作業分散技術を開発します。

水田輪作体系グループ：水稲と転換畑における麦、大豆等の収量向上、低コスト省力化を可能とする合理的な水田輪作
体系の確立、および水田転換畑における直播タマネギ栽培技術を開発します。

経営評価グループ：大規模水田作営農においては、タマネギ等露地野菜を導入した収益性の高い営農モデルを策定し
ます。酪農経営においては、飼料生産や牛群管理に関する新技術を導入した営農モデルを策定します。

水稲乾田直播栽培において、前年整地を行うと春の整地作業時間が3割弱削減され、さらにGNSS受信機装着車両を用
いて作成した圃場内高低差マップがあれば、5割弱削減できることを明らかにしました。

水稲移植栽培において、白飯、おにぎり、酢飯、炊き込みなど多用途に適した業務用米新品種「雪ごぜん」の多収栽培マ
ニュアル(目標収量730kg/10a)を作成しました。総籾数3.6万粒/m2が目標収量達成の目安です。

酪農経営において、泌乳持続性（LP)の高い牛群を飼養する酪農経営では、泌乳持続性の低い牛群を飼養する酪農経営
に比べて、乳牛の疾病に関する治療費が低くなっていることを明らかにしました。

想定する大規模水田輪作体系（100ha規模）

新技術で春作業ピークを400時間以内に
（全て移植水稲の場合、900時間以上）

水稲乾田直播における前年整地体系
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乳牛の泌乳持続性(LP)と疾病治療費
(円/頭・年)

泌乳持続性が高い(LP=89.0)経営体(７戸)

泌乳持続性が低い(LP=85.4)経営体(５戸)

p<0.01

p<0.05

「雪ごぜん」栽培マニュアル

タマネギ播種＆リン酸直下施肥機

水稲乾田直播栽培における均平作業
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自給飼料生産・利用グループ：トウモロコシ子実等を利用した国産濃厚飼料の低コスト生産利用技術を開発します。

放牧・草地管理グループ：自給粗飼料の高品質化に向け、ICT等を活用した省力的草地管理手法を提示します。

乳牛飼養グループ：乳牛の生涯生産性向上に向け、省力的でかつ健全性の高い飼養管理技術を開発します。

大規模家畜管理グループ：放牧等の省力的家畜管理技術の開発と自給飼料を給与した牛乳の品質特性を評価します。

国産濃厚飼料“イアコーンサイレージ”の生産利用技術を開発し、マニュアルを作成しました。

イアコーンや放牧草を採食すると乳中揮発性成分が変化することを明らかにしました。

放牧地の牧草収量や栄養成分の分布を省力的にかつ簡易に評価する手法を開発しました。

乳牛の長命性や初回受胎率の遺伝能力をより正確に推定する方法や、自給飼料多給下の乾乳期短縮技術や初産牛一群
管理技術を開発しました。

ICT活用や放牧による
牧草地の省力的効率的
管理利用手法の開発

泌乳平準化牛の省力的管理技術の開発

放牧、イアコーン等給与牛乳の
差別化技術の提示

子実主体サイレージ等の
低コスト生産利用技術体
系の確立

イアコーン（トウモロコシ雌穂）
サイレージの生産･利用技術
マニュアル第2版

イアコーンサイレージ（ECS）
給与牛乳のラクトン含量

携帯型生育量
測定装置（左）を用いた
草地の粗タンパク
質量分布図（右）

乳牛の長命性の遺伝的能力をより正確に推定



土壌管理グループ：省力・安定生産を支援するための土壌管理・診断技術の開発を行います。

病虫害グループ：病害虫の侵入やまん延に対処する総合的病虫害制御技術に関する試験研究を行います。

線虫害グループ：有害線虫のまん延に対処する総合的線虫管理技術に関する試験研究を行います。

土壌凍結深制御による野良イモ対策技術を開発、十勝地方そしてオホーツク地方へ技術の普及が広がっています。

土壌中の有用微生物（アーバスキュラー菌根菌）を活用することでリン酸肥料を節約できることを明らかにしました。

ジャガイモの黒あし病について、近年の国内における黒あし病菌の発生菌種構成を明らかにしました。

寒地気候変動グループ：北海道地域の気候変動に対応した農作業判断を支援する情報システムの開発と新規作物の導
入および安定生産の支援技術に関する試験研究を行います。

ジャガイモシストセンチュウの密度を減らす捕獲作物（トマト野生種、ハリナスビ）を利用した耕種的防除法を開発、実用
化しました。

農研気象情報システム 土壌管理・診断技術の開発

土着菌根菌活用技術の開発 有害線虫の耕種的防除法の開発

土壌凍結深制御手法による
野良イモ対策技術の開発と普及

2000年以降に発生したジャガイモ黒あし病菌の
菌種構成　（Pcbは2016年に国内初報告）

総合的病虫害制御技術

土着菌根菌を活用することで
リン酸肥料を節約できることを
明らかにしました。

総合的線虫管理技術

ハリナスビ

トマト野生種

Pectobacterium
wasabiae (Pw)

43%P. cartovorum subsp. 
brasiliense (Pcb)

45%

Dickeya dianthicola (Ddi) 
12%

パンフレットの入手先
http://www.naro.affrc.go.jp/
publicity_report/publication/pamphlet/
tech-pamph/054611.html
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水稲育種グループ：北海道向けの業務・加工用米品種および飼料用米品種の育成、直播多収系統の開発、高アミロース
米等の加工適性の評価を行います。

飼料作物育種グループ：北海道向け飼料作物品種として、高子実収量の飼料用トウモロコシ、イネ科牧草では糖含量の
高いオーチャードグラスおよび放牧適性の優れるフェストロリウム、マメ科牧草では機械踏圧耐性のアルファルファおよ
び追播に適するアカクローバを育成します。

園芸作物育種グループ：加工作業がしやすい長球の早生タマネギ品種、省力栽培が可能でかつ貯蔵性が高く加工適性
に優れたカボチャ品種を育成します。

極多収水稲品種「きたげんき」＊、直播向け極良食味水稲品種「さんさんまる」、糖含量の高いオーチャードグラス品種「え
さじまん」、多収で耐病性に優れるアルファルファ品種「ウシモスキー」、長期（約３か月）貯蔵後も品質が良いカボチャ品
種「おいとけ栗たん」を育成しました。
（＊「きたげんき」は、飼料用米多収日本一の農林水産大臣賞を受賞した経営体が使用した品種です）

低温鈍感力を遺伝的に高めることで、イネの低温伸長性を大幅に向上させることに成功しました。

作物素材開発・評価グループ：水稲の直播向け品種育成を加速する育種素材ならびに選抜マーカーを開発するととも
に、カボチャの貯蔵性に関する選抜指標を開発します。

水稲品種の育成 栄養収量の高い
飼料作物品種の育成

加工用タマネギ、カボチャ
品種の育成

「きたげんき」の粗玄米重の「ななつぼし」との比較
（2014年、2015年奨励品種決定試験）

オーチャードグラス「えさじまん」の糖含量
（４場所３か年の平均）

長期間（約３か月）貯蔵後も品質が良い短節間性カボチャ品種
「おいとけ栗たん」

㈱渡辺採種場との共同育成品種
低温鈍感力を高めたイネ（右）は高い低温伸長性を示す

（15℃での比較）

水稲の直播向け
育種素材の開発



テンサイ育種グループ：高温多湿で発生が増加する病害に抵抗性を有するテンサイ品種を育成します。

資源作物グループ：６次産業化を支えるソバ品種の育成に加え、薬用作物の栽培技術を開発します。

農産物評価利用グループ：農産物の貯蔵加工技術や新規用途の開発、機能性成分の評価技術を開発します。

小麦育種グループ：穂発芽耐性を有し、バン・中華めん適性や菓子用等に優れた小麦品種を育成します。

中カ粉とのブレンドでより良品質のパンができる超強力秋まき小麦品種「ゆめちから」を育成しました。

バレイショ品種では、様々な食品に使える「はるか」、でん粉の需要拡大につながる「パールスターチ」を育成しました。

ソバ産地の活性化につながる普通ソバ品種「キタミツキ」、ダッタンソバ品種「満天きらり」を育成しました。

病害に強いテンサイ品種「北海みつぼし」を育成しました。

エチレンを利用した加工用バレイショの長期貯蔵技術を開発しました。

バレイショ育種グループ：病害虫に強いポテトチップ等の加工原料用バレイショ品種や新規用途向けバレイショ品種を育
成します。

コムギ縞萎縮病に強く、多収の
パン・中華麺用向け品種の開発

超強力粉「ゆめちから」と中力粉「きたほなみ」の国産ブレンドで
ふっくらパンができます。

ジャガイモシストセンチュウや疫病等の
病害虫抵抗性をもつ品種開発

ゲノム情報を活用した
病気に強いテンサイ品種の開発

多彩に使える「はるか」

エチレンの暴露処理で
10月下旬から7ヶ月間の
長期貯蔵が可能

テンサイ複合耐病性品種
「北海みつぼし」

多収で高品質のダッタンソバ品種「満天きらり」

テンサイ黄化病テンサイ黄化病



ICT農業グループ：ICT（情報通信技術）を活用した大規模生産のための生産管理技術、省力化技術を開発します。

大規模畑輪作グループ：大規模畑輪作を高収益化するための作付体系、生産技術を開発します。

気象情報利用グループ：気象情報を活用した生産の安定化と省力化のための生産支援技術を開発します。

農業機械の通信制御共通化技術、農産物生産工程管理システム「apras」(アプラス)を開発しました。

可変施肥、加工用野菜等を導入した新しい大規模畑作生産システムの開発・実証をしました。

アメダス等のデータから農地の積雪深を１kmメッシュで推定する数値モデルを開発しました。

衛星画像や固定翼ドローンでの大画像を扱うことのできるビュワーや
3次元構成等のツール

農業機械の通信制御共通化技術
通信方法（プロトコル）を策定（AG-PORT)

農産物生産工程管理システム
apras(アプラス)

加工用野菜、可変施肥等を導入した
生産システム

農地の積雪深を
１kmメッシュで推定する数値モデル

気象データ、適切な圧雪作業等により
土壌凍結の深さを制御し野良イモを防除

ドローンによる病害抵抗性個体
（バレイショ）の網羅的識別

撮影時期の異なる同一圃場
の比較も簡単



地域戦略部・北海道管理部

北海道技術支援センター

研究課題の管理・運営、所予算の立案・管理、行政機関や機構本部の対応、共同研究契約、知的財産管理、広報
活動、研究職員の人材育成など、研究業務の推進と支援を行っています。また、スマート農業の推進と支援を
行っています。

研究推進室（推進チーム、運営チーム、知的財産チーム、広報チーム、人事管理・育成チーム、スマート農業コーディネーター）

地域におけるハブ機能の強化、研究ニーズの収集、生産者・研究機関・普及機関・大学・民間企業等と連携した研
究開発、研究成果の移転や迅速な普及等の推進と支援を行っています。

事業化推進室（産学連携コーディネーター、農業技術コミュニケーター、事業化推進チーム、ビジネスコーディネーター）

イアコーン等の自給濃厚飼料の生産、評価のための各種試験ならびに
乳牛の省力群管理技術や草地の省力管理・収穫技術の開発、さらに自
給飼料主体による高付加価値乳生産体系の実証等を支援しています。

いろいろな用途に適した米や新規特性を持つ野菜等の新品種開発、
生物機能を活用した養分吸収や病害防除、気象現象を利用した栽培
管理などの新技術開発、さらにＩＣＴ等の新技術を導入した大規模水
田作営農体系の実証を支援しています。

加工･業務用野菜を導入し、ロボット技術等のＩＣＴを利活用した大規
模畑輪作体系の実証、周年供給できるバレイショ、パン･中華麺等の
用途別小麦、病気に強く収量が多いテンサイなど、畑作物の新品種開
発を支援しています。

　研究推進に不可欠な家畜の飼養や農作物栽培、研究データのとりまとめに必要な各種計測作業などを、農業試験研究特
有の手法により実施するとともに、研究領域で作り出された新品種、新技術の現地実証に関する技術的な支援業務を担当し
ています。

情報システムの運用管理・情報セキュリティを強化します。 

情報化推進マネージャー

庶務、厚生、労務・職員管理、会計、審査、調達、資産管理に関する業務を行っています。

総務課（庶務・厚生チーム、労務・職員管理チーム、芽室管理チーム）、会計課（会計チーム、資産管理チーム）

労働安全衛生管理、化学物質管理に関する業務を行っています。

安全衛生管理室

地域戦略部

北海道管理部

北海道
第 業務科1

北海道
第 業務科2

北海道
第 業務科3



（職員数、用地は、令和元年12月現在）

１  （0）名
39  （7）名
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439.8
1.6
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823.0
102.7
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指 定 職 員
一般職員（事　務　系）
一般職員（技術支援系）
技 術 専 門 職 員
研 究 職 員
任 期 付 職 員
　　　合　　計　　　  



お問い合わせ

2019.12 

新

表紙の説明 上段左から：野良イモ対策雪割り作業(北海道河西郡芽室町)、
　　　　　  ロボットトラクタ(無人走行)による水稲移植作業(十勝・オホーツクスマート農業コンソーシアム／道総研十勝農業試験場内の圃場)、
　　　　　  持続的家畜生産体系の実証試験研究
中段左から：寒地向け極多収飼料用水稲品種「きたげんき」、長期貯蔵後も品質が良いカボチャ品種「おいとけ栗たん」、
　　　　　  地下灌漑圃場における乾田直播栽培試験圃場(北海道雨竜郡妹背牛町)
下段左から：製パンでの中力小麦とのブレンド適性が優れる超強力秋まき小麦品種「ゆめちから」、本館(札幌市)、多用途向き多収バレイショ品種「はるか」

地域戦略部研究推進室広報チーム TEL 011ー857ー9260　FAX 011ー859ー2178
http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/harc/ Eメール cryoforum@ml.affrc.go.jp

※「農研機構」は、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構のコミュニケーションネーム(通称)です。　　

〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1番地
TEL011-851-9141（代表）

〒082-0081 北海道河西郡芽室町新生南9-4
TEL0155-62-2721（代表）


