
1 品種・素材

水稲高温不稔耐性品種の育種素材開
発および品種育成に活用できます。

普及・社会実装への道筋

118品種の高温不稔耐性評価結果
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水稲高温不稔耐性評価システムによる耐性品種の選定

「農業分野における気候変動適応技術の開発」成果発表会（令和2年1月21日）

本高温不稔耐性評価システムは、人工気象室において、ランプから穂までの
距離を個体間で一定にできる機能を持ち、稈長および出穂期の異なる多数の
水稲品種・系統の高温不稔耐性を、年間を通して同一条件で再現良く評価す
ることができます。国内外の水稲遺伝資源118品種を評価した結果、耐性品種
「N22」以上の耐性をもつ10品種を選定できました。

問い合わせ先：農研機構 九州沖縄農業研究センター 羽方 誠 hakata@affrc.go.jp

農研機構 九州沖縄農業研究センター

高温処理装置の概要 開花期の高温不稔耐性の検定方法

ランプから穂までの距離を一定にできる機能を付加。

高温不稔耐性は35℃/29℃・3日間高温処理による
稔実率で示す。
耐性品種「N22」に対して、*は5%、**は1%水準で有
意差あり。

国内外の水稲遺伝資源から高温不稔耐性が極めて
強い品種（「Kaluheenati」、「Badari Dhan」、「宝満神
田稲」、「渡舟」、「Rexmont」、「Ratul」等）を選定。
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 2018年に品種登録出願公表。
 2019年度は関東地域（麦作地帯を含
む）や岐阜県などで約100ヘクタール
の作付け。

高い関心が寄せられており、今後も普
及が拡大する見込み。

普及・社会実装への道筋

暑くても玄米外観品質が低下しにくい 倒伏に強く収穫量が多い

イネ縞葉枯病に対して抵抗性
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高温耐性、収量性、耐病性に優れた水稲品種「にじのきらめき」

農研機構 中央農業研究センター
作物開発研究領域 稲育種グループ

「農業分野における気候変動適応技術の開発」成果発表会（令和2年1月21日）

問い合わせ先：農研機構 中央農業研究センター 長岡一朗 e-mail:nagaichi@affrc.go.jp

水稲の玄米外観品質は夏が暑い場合には低下し易いですが、「にじのきらめ
き」の玄米外観品質は低下しにくく、安定して良好です。また、「コシヒカリ」に比
べて丈が短くて倒れにくく収穫量が多いので、収益性が高いです。さらに、イネ
縞葉枯病に対して抵抗性なので、麦作地帯への導入も容易です。

ヒメトビウンカが媒介するウイルス病。

罹病すると縞状の病斑を生じ、生育不良や穂の
異常に繋がり、減収に至る。

ヒメトビウンカはイネ科植物（特に麦類）において
繁殖・越冬するので、麦作地帯では発生しやすい。

「にじのきらめき」はイネ縞葉枯病に対して抵抗
性なので、麦作地帯への普及も容易。

※1 数値が小さいほど良い。
※2 暑い条件での玄米外観品質の低下し難さ。強い程安定して良好。

にじのきらめき コシヒカリ

にじのきらめき コシヒカリ

玄米外観品質
※1 4.0 5.8

高温耐性
※2

やや強 中～やや弱

にじのきらめき コシヒカリ

穂の出る頃 8月5日 8月5日

丈の長さ 71 cm 96 cm

収穫量
（比率）

71.9 kg/ｱｰﾙ
（115%）

62.7 kg/ｱｰﾙ
（100%）

↑にじのきらめき コシヒカリ↓

初期症状 穂の異常 ヒメトビウンカ

にじのきらめき
←

コシヒカリ
→
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ごま葉枯病抵抗性系統（三重37号または38号）は次年度に品種登録を⽬指しています。
もみ枯細菌病抵抗性系統は、微⽣物農薬等と組み合わせ実⽤性評価を進める予定です。

普及・社会実装への道筋

イネのもみ枯細菌病・ごま葉枯病抵抗性系統の開発

農研機構 次世代作物研究センター
三重県農業研究所

「農業分野における気候変動適応技術の開発」成果発表会（令和2年1⽉21⽇）

問い合わせ先：農研機構 次世代作物開発研究センター 溝淵律⼦ ritsuko@affrc.go.jp

もみ枯細菌病抵抗性は、「Nona Bokra」および「Kele」に由来する抵抗
性遺伝⼦を各々「コシヒカリ」および「ひとめぼれ」に導⼊した準同質
遺伝⼦系統を開発しました。
ごま葉枯病抵抗性は、「Tadukan」に由来する抵抗性遺伝⼦を導⼊した
「コシヒカリ」と「みえのゆめ」の準同質遺伝⼦系統を開発しました。
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抵抗性系統の作出1

苗腐敗抵抗性 もみ枯抵抗性

ごま葉枯病抵抗性

農業形質の同質性2

コシヒカリ 和3486

ひとめぼれ

和3617

三重37号 みえのゆめ

表. 抵抗性系統の⽣産⼒検定試験における成績
出穂 精⽞ 同左 ⽞⽶ ⽞⽶品質 ⾷味2)

品種・ 期 稈⻑ 穂⻑ 穂数 ⽶重 ⽐率 千粒重 総合 総合値
系統名 （⽉⽇） （cm） （cm） （本/㎡） (kg/a) (%) （g） （1-9） (-5〜＋5)
和3486(苗腐敗抵抗性) 7.26 94 18.0 428 56.1 105 22.5 5.3 0.06
⽐）コシヒカリ 7.27 97 20.0 449 53.5 100 22.0 5.3 0.00
和3617（もみ枯抵抗性） 7.22 88 20.1 480 56.6 102 22.1 5.8 -0.31
⽐）ひとめぼれ 7.22 87 20.2 474 55.3 100 21.9 6.0 0.06
和3664（ごま葉枯病抵抗性） 7.28 97 18.9 436 57.6 100 22.0 5.0 -0.10
⽐）コシヒカリ 7.28 96 20.0 424 57.5 100 21.7 5.8 0.03
三重37号（ごま葉枯病抵抗性） 8.01 72 21.0 413 64.3 105 23.4 4.0
三重38号（ごま葉枯病抵抗性） 8.02 70 21.0 416 66.3 108 24.2 4.0 (実施中)
⽐）みえのゆめ 8.02 72 21.2 413 61.2 100 23.4 4.0
注1）和系統は農研機構作物研（茨城県つくば市）で実施。和3486は2017年、和3617および和3664は2018年。
三重37号および三重38号は三重農研（伊賀市）で実施（2019年）。いずれも2反復試験の平均値。
注2）⾷味総合値は標肥栽培区「コシヒカリ」を０とした相対値。
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西海207号は、2019年播種から暖地・
温暖地の各県に配付しています。

今後、各県で奨励品種決定調査に供
試され、暖地・温暖地の穂発芽被害を
低減するための品種として普及を目
指すとともに、育種母本として積極的
に利用していきます。

普及・社会実装への道筋

休眠性を向上させるMFT遺伝子型の分布 ABA代謝酵素欠失変異の集積

西海207号の特性

1 2

3

暖地・温暖地の穂発芽被害を低減する小麦育種素材の開発

農研機構 九州沖縄農業研究センター・
次世代作物開発研究センター、九州大学

「農業分野における気候変動適応技術の開発」成果発表会（令和2年1月21日）

問い合わせ先：農研機構 九州沖縄農業研究センター 松中 仁 matunakal@affrc.go.jp

暖地・温暖地では、小麦の収穫期が梅雨入りと前後するため、収穫前に圃場
で降雨にさらされることで発芽する「穂発芽」の被害が発生していました。今後
の気象変動により、ますます穂発芽の危険が高まることから、小麦の休眠性を
向上させ、穂発芽の被害を低減する育種素材を開発していました。

機関のロゴはこのあ
たりに配置しましょう。
（溢れたら左側にも）

休眠性を向上させる遺伝子は、暖地・温暖地
のコムギ品種には既に導入されてます。
そのため、休眠性を向上させる新たな遺伝子
の導入が必要になります。

Chono et. al. 2015 より
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A,Dゲノム上のTaABA8’OH1の変異を
集積した系統は、穂発芽耐性“極難”の
ゼンコウジコムギやOS21-5と同等の休
眠性を示します。

出穂期 成熟期 稈長 穂長 穂数 倒伏 子実重 同比率 容積重 千粒 外観 蛋白質

（月.日） （月.日） (cm) (cm) (本/㎡) 程度 (kg/a) (%) (g/L) 重(g) 品質 含量(%)

西海207号 4.06 5.24 90 10.2 319 0.0 46.2 91 833 37.9 4.3 10.6

シロガネコムギ 3.29 5.21 86 9.9 405 0.0 50.5 100 840 39.1 4.0 10.1

チクゴイズミ 3.27 5.20 91 9.8 439 0.0 63.0 125 845 44.6 4.3 9.4

農林61号 4.04 5.23 99 10.6 342 0.0 53.1 105 823 43.2 4.3 9.9

イワイノダイチ 4.01 5.23 94 11.4 444 0.0 62.2 123 842 45.3 4.3 9.6

注）調査基準　倒伏程度；０(無)、１(微)、２(少)、３(中)、４(多)、５(甚)

　　外観品質；１(上上)～９(下下)の９段階評価

品種名

系統名 播性 穂発 縞萎縮病 うどん 赤さび 赤かび

品種名 程度 芽性 （Ⅲ型） こ病 病 病

西海207号 Ⅲ 極難 やや強 やや強 やや強～中 強～やや強

シロガネコムギ Ⅱ やや易 やや弱 中 やや弱 やや強

チクゴイズミ Ⅰ 難 弱 やや弱 やや弱～中 やや強～中

農林61号 Ⅰ やや難 やや弱 やや強 中 中

生産力検定試験(2018年度)

特性検定試験(2017~18年度)

西海207号は、2019年播種から暖地・温暖地
の関係各県に配付を開始しています。
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温暖地で出穂安定性が見込まれる遺伝子
型をもつ精麦用大麦「関東皮103号」を開発
しました｡

各大麦生産地で、将来の気候変動に対応
できる出穂関連遺伝子型を有する育種
素材を作りました｡ これをベースとして
新品種の育成を目指します｡

遺伝子型の異なる品種や準同質遺伝子系統
を用いて、複数の試験地で幼穂形成や出穂期
の調査を行いました。

HvPhyC遺伝子、低温要求性遺伝子は小穂

始原体の形成や発育に関与し、出穂期の早晩
性に影響を与えることが推察されました｡とくに
HvPhyC遺伝子が晩生型になると、試験地や

年次にかかわらず出穂期が遅くなることが明ら
かとなりました｡
遺伝子の効果は地域によっても異なり、各

生産地に適した出穂関連遺伝子型について

検討しています｡ また未知の遺伝子の解明と
その利用についても取り組んでいます｡

研究の背景 出穂関連遺伝子と生育特性1 2

農研機構 作物研／中央研（北陸）／西農研（四国）、岡山大学

「農業分野における気候変動適応技術の開発」成果発表会（令和2年1月21日）

問い合わせ先：農研機構 次世代作物開発研究センター 青木恵美子 emikonk@affrc.go.jp

本州では冬季に大麦の幼穂が形成され、翌年
4～5月に出穂します。幼穂形成が早すぎると、

凍霜害や積雪による被害を受けやすくなったり、
穂数が確保できず収量が低下します。一方、
出穂期が遅すぎると収穫期に梅雨の長雨に
遭い、品質や収量が低下する恐れがあります。
幼穂形成や出穂期の促進や遅延には、気温

などの環境要因のほか、低温要求性や日長反
応性などの品種ごとの遺伝的要因が関係してお
り、遺伝子やその働きについても解明されつつ
あります。

Vrn-H1，Vrn-H2 ，Vrn-H3 （FT） ， QTLs

Ppd-H1 ，Ppd-H2 （HvFT3） ， HvPhyC ， HvCK2α ，QTLs

栄養生長 幼穂形成

茎立 出穂

日長反応性 （短日での幼穂形成抑制 ・ 長日での幼穂形成・出穂促進）

低温要求性 （低温に遭わないと幼穂が形成されない）

生殖生長に関わる遺伝的要因と出穂関連遺伝子

春播型（S）と秋播型（W）（左）、HvPhyC 早生型（E）と
晩生型（L）（右）による出穂期
注） 遺伝子型が異なる34品種を供試し、2016年3月1日＝1とした｡

*, ***は5%, 0.1％水準で有意差があることを示す｡

冬期の気温上昇や極端な気象現象等の気候変動によって、大麦では収量の
低下や凍霜害の拡大など生育における不安定化が予測されます。そこで、各
生産地での出穂安定化に寄与する遺伝子型や生育特性を検討し、気象変動
に適応可能な育種素材を開発しています。

地域の気象変動に対応した安定生産が可能な大麦育種素材の開発

普及・社会実装への道筋
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エンレイ、タチナガハ等に茎疫病抵抗

性を導入した高度茎疫病抵抗性育種

素材を3種類以上開発しました。

有望系統は今後は地方番号を付与し

て、特性評価を行い、品種化もしくは

育種素材として活用します。

普及・社会実装への道筋

ダイズ茎疫病の被害と抵抗性品種の重要性1

高度茎疫病抵抗性大豆育種素材の開発

兵庫県立農林水産技術総合センター

「農業分野における気候変動適応技術の開発」成果発表会（令和2年1月21日）

問い合わせ先：兵庫県立農林水産技術総合センター 杉本琢真 Takuma_Sugimoto@pref.hyogo.lg.jp

温暖化の影響により、全国的にダイズ茎疫病の発⽣が増加傾向にありま
す。⼤⾖安定⽣産に向けて、茎疫病圃場抵抗性マーカー及び真性抵抗性
マーカーを開発し、国内主要品種（エンレイ、タチナガハ）に圃場抵抗
性、真正抵抗性、及び両⽅の抵抗性を付与した⾼度茎疫病抵抗性育種素
材の開発を⾏っています。

エンレイ 丹波⿊感染症状

⽣育初期 ⽣育後期

温暖化による降⾬量の増加で
茎疫病被害の拡⼤が懸念されます。

省⼒化しつつ安定的に防除するために
⾼度茎疫病抵抗性品種を育成します。

全国で8.9億円以上の被害︕ 兵庫、⻑野、四国、新潟、東北における
茎疫病圃場抵抗性系統の収量

⼦⼦実
重

標準対⽐⽐百粒粒重 ⼦⼦実重 標準対⽐⽐ 百粒粒重

試験場所 品種及び系統名 (kg/a) (%) (g) 試験場所 品種及び系統名 (kg/a) (%) (g)

168----2 38.4 105 31.1 168----2 41.1 130 34.6
HL30----1 35.0 96 31.9 HL30----1 35.4 112 34.7
⽐⽐）

エ
ンレイ 36.4 100 30.5 ⽐⽐）エ ンレイ 31.6 ---- 31.1

T4F2----18----23 33.3 112 34.8 T4F2----18----23 32.5 ---- 36.4
⽐⽐）

タ
チナガハ 29.7 100 35.8 ⽐⽐）タ チナガハ ---- ---- ----

168----2 38.3 102 35.8 168----2 28.3 141 29.7
HL30----1

5

38.4 102 39.6 HL30----1

5

30.2 150 32.1
⽐⽐）

エ
ンレイ 37.7 ---- 36.6 ⽐⽐）エ ンレイ 20.1 ---- 26.6

T4F2----18----23 39.5 101 40.8 T4F2----18----23 27.8 189 30.1
⽐⽐）

タ
チナガハ 39.2 ---- 40.9 ⽐⽐）タ チナガハ 14.7 ---- 23.8

168----2 26.7 102 30.1
HL30----1

5

27.5 105 31.7
⽐⽐）

エ
ンレイ 26.3 ---- 29.9

T4F2----18----23 51.8 133 32.4
⽐⽐）

タ
チナガハ 39.0 ---- 36.2

東北北⻑⻑⻑野

四国

兵庫 新潟

⾼度茎疫病抵抗性かつ
収量性も⾼い有望系統を開発︕

茎疫病抵抗性系統の特性把握3

抵抗性罹病性茎疫病抵抗性検定

茎疫病抵抗性DNAマーカーの開発2

真性抵抗性系統 圃場抵抗性系統

高度抵抗性系統
（真性抵抗性

＋圃場抵抗性）

両抵抗性品種の交配後代から
真性抵抗性マーカーと圃場抵抗性マーカー
を併せ持つ個体を選抜します。

×
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普及・社会実装への道筋

育成した系統は、栽培試験等による栽

培適地の選定や抵抗性の効果の検証

を経て、公立試験研究機関が実施する

奨励品種決定調査に供試するとともに、

実需者による評価を受けながら、品種化

および普及を進めていきます。

大豆主要品種・育種母本への土壌病害等抵抗性の導入

農研機構
次世代作物開発研究センター

「農業分野における気候変動適応技術の開発」成果発表会（令和2年1月21日）

問い合わせ先：農研機構 次世代作物開発研究センター 南條洋平 ynanjo@affrc.go.jp

気候変動に伴い、土壌病害等の分布の変化と、大豆品種の栽培適地の北上

傾向が相まって、各地でこれまでに発生しなかった病虫害が発生するように

なってきました。それに対応するため、大豆主要品種等へ土壌病害等に対する

抵抗性を導入した新たな品種・系統の開発を進めています。

病虫害の拡大と品種栽培地の移り変わり 土壌病害等抵抗性の導入

病虫害等複合抵抗性系統の育成

1 2

3

関東136号

フクユタカに難裂莢性、葉焼病抵抗

性、SMV抵抗性を導入。関東、東海

地域で奨励品種決定調査中

• 温暖化により葉焼病やハスモンヨトウは西南

暖地から東海、さらには関東へ拡大

• 降雨量の増加により広範な地域で茎疫病・

黒根腐病が発生

• 気候の変化により関東・東海でもウイルス病

やシストセンチュウ発生

• 温暖化により品種の栽培

適地は北上傾向

DNAマーカーによる選抜をしながら連続戻し

交配を行うことでフクユタカ、エンレイ、サチユ

タカ、里のほほえみ、タチナガハ等へ土壌病

害等抵抗性を導入

関東140号

サチユタカに難裂莢性、葉焼病抵

抗性、SMV抵抗性を導入。関東、東

海、中国地域で奨励品種決定調査

中

作系364号

サチユタカに難裂莢性、葉焼病抵

抗性、ウィルス（SMV,SBMV,PSV)抵

抗性、 茎疫病抵抗性、シストセン

チュウ抵抗性を導入
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主要ダイズ品種に⿊根腐病抵抗性を導⼊し、
⼤⾖の安定・多収⽣産や減農薬・低コスト栽
培に貢献します。

普及・社会実装への道筋

ダイズ⿊根腐病は国産⼤⾖の低収要因の⼀つ

⿊根腐病抵抗性⼤⾖品種の開発

1 2

3

⾼度⿊根腐病抵抗性⼤⾖育種素材の開発
農研機構 ⽣物機能利⽤研究部⾨

ダイズ⿊根腐病は⽇本の⼤⾖収量が低い原因の⼀つとなっている防除が難しい⽴枯性
の病害です。この病害に強い品種の開発が必要不可⽋ですが、育種素材として利⽤で
きる抵抗性の⼤⾖品種はまだ⾒つかっていません。

私たちはダイズの祖先野⽣種であるツルマメの遺伝資源から⿊根腐病に強い系統を⾒
出し、これらの系統が持つ⿊根腐病抵抗性を⼤⾖主要栽培品種に導⼊するための育種
素材開発を進めています。

問い合わせ先：農研機構 生物機能利用研究部門 姜 昌杰 cjjiang@affrc.go.jp

「農業分野における気候変動適応技術の開発」成果発表会（令和2年1月21日）

ダイズ⿊根腐病は北陸〜東北地⽅に蔓延
近年の温暖化により、最大の産地 北海道の南部で

も発生するように

 有効な防除法はまだ確⽴されていない
 抵抗性品種の開発が最も有効、

しかし、抵抗性強の⼤⾖品種がない

野⽣種から抵抗性強の系統を発⾒

抵抗性の印となるDNAマーカーを開発 主要ダイズ品種に⿊根腐病抵抗性を迅速に導⼊

遺伝学的解析
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津市 菊川市

図2．安菊1号とFT18のF2集団における内部褐変症発生程度の頻
度分布．*図1と同じ．

*

強度耐性系統を育種素材（中間母本）の育成
内部褐変症耐性を簡易に選抜可能なDNAマーカーを開発

普及・社会実装への道筋

強度耐性系統（中間母本）の育成 耐性の選抜マーカーの開発1 2

高温による内部褐変症に強いダイコン系統の開発
農研機構野菜花き研究部門

横浜植木株式会社

「農業分野における気候変動適応技術の開発」成果発表会（令和2年1月21日）

問い合わせ先：農研機構 野菜花き研究部門 小原隆由 e-mail：tohara@affrc.go.jp

ダイコン内部褐変症は高温によって根内部が褐色に変色す
る生理障害で、夏ダイコン産地である冷涼地でも、高温年に
は障害が発生し問題となります。そこで、本障害に強度の耐
性を持つ育種素材の開発を行うとともに、耐性の選抜マー
カーの開発と実用F1品種の育成に取り組んでいます。

内部褐変症に強い沖縄の
在来品種「シマダイコン」を
素材とし、横浜植木育成の
固定系統と交配して、夏期
高温の津市と菊川市で選抜
を進めた結果、内部褐変症
に極めて強い「ダイコン安菊
1号」を育成しました。
2019年に品種登録出願を

行い、育種素材（中間母本）
として公開の予定です。

ダイコン内部褐変症
（赤心症）

安菊1号と耐性の弱いFT‐18を交配したF2，
F3集団を用いた遺伝解析から、安菊1号の内

部褐変症耐性は不完全優性に発現し、複数
遺伝子が関与すると考えられました。2カ所
にQTLが検出され、選抜マーカーの候補とし
て有望と考えられました。

ダイコン安菊1号 夏用市販F1品種

図3．F2，F3を用いた
QTL解析結果のまとめ

図1．ダイコン安菊1号の内部褐変症発生程度（2018）
z0（無発生）、1（やや潤み）、2（強い潤み）、3（潤みが甚または
一部褐変）、4（褐変が甚）

高温に強い実用F1品種を
効率的に育成し、

夏ダイコン産地に普及

ダイコン安菊1号

■安菊1号 ■夏用F1品種 ■秋冬用F1品種

00
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極晩抽性品種のさらなる晩抽化に成功 極晩抽性を選抜できるDNAマーカーを開発

野生種由来の極晩抽性を玉レタスに導入することに成功

1 2

3

高温条件に適応したレタス極晩抽性育種素材の開発

「農業分野における気候変動適応技術の開発」成果発表会（令和2年1月21日）

問い合わせ先：長野県野菜花き試験場 育種部 関 功介 e-mail seki-kosuke@pref.nagano.lg.jp

レタスの抽苔は高温により促進されることから、温暖化の進行はレタス生産に
とって深刻な問題です。高温条件に対応する手段として抽苔性の改良が有効
と考えられることから、本研究では平均気温が２℃以上上昇した場合でも、収
穫期まで抽苔しない極晩抽性育種素材を開発することを目的としています。

長野県野菜花き試験場 育種部

極晩抽性品種を効率的に育成できる選抜
方法を開発した。

温暖化が進んでも抽苔せずに収穫可能な
レタス品種を多数育成して高温期の生産
安定に資する。

普及・社会実装への道筋

戻し交配により野生種由来の極晩抽性を
玉レタスに導入した系統の開発に成功しました。

RAD‐seqによるQTL解析で極晩抽性と
相関の高いDNAマーカーを開発しました。

極晩抽性の対照品種よりもさらに晩抽化した
結球形状に優れる系統を育成しました。
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小ネギとは 濃緑葉色と葉先枯れ耐性の次世代伝達

有望F1系統「中山交01」と「山交03」の紹介

1 2

3

耐暑性に優れる濃緑色葉ネギ育種素材の開発

山口県農林総合技術センター、
中原採種場株式会社、山口大学

「農業分野における気候変動適応技術の開発」成果発表会（令和2年1月21日）

問い合わせ先：山口県農林総合技術センター 藤井宏栄 fujii.kouei@pref.yamaguchi.lg.jp

小ネギ品種にとって、葉色の濃さや葉先の美しさは重要な特性です。しかし、
高温時には葉色が淡く、葉先枯れが発生しやすくなります。そこで我々は、高
温時にも葉色が濃く、葉先枯れを発生させにくい夏栽培用の小ネギ品種の開
発に取り組んできました。この度、優れた特性を持つ小ネギF1系統を育成でき
ましたので紹介します。

葉ネギの新しい品種は、同気候変動プロ
で開発中の高温期の葉ネギ多灌水栽培
技術とセットでの普及を推奨します。

中山交01は品種登録申請を計画してます
中山交01の増殖も計画中です

普及・社会実装への道筋

育
成
品
種

栽
培
技
術

気温上昇による減収回避

高品質の生産が可能

産地拡大・生産振興に寄与

小ネギとは播種２ヶ月後に草丈30～60㎝で出
荷する葉ネギです。

夏の高温で葉色が淡くなり、葉先枯れが発生
しやすくなります。

浅黄系
九条

有望F1
中山交01

YSG1号
「中山交01」特性：優れる

葉先枯れに強いです。
葉色は濃緑です。
調製作業が容易です。
倒伏しにくいです。

表1　有望F1系統と他品種との特性および収量比較

長さ 太さ １本重①y 葉色

品種・系統 (cm) 本数 重量 (mm) (g) SPAD
F1  中山交01 37.6 263 519 3.1 4.1 85.1 2.32 65.8
F1  山交03 36.4 264 427 3.0 3.0 82.9 1.97 72.0
浅黄系九条 43.7 213 380 2.6 8.5 68.3 1.84 58.8
YSG1号 33.9 217 310 2.9 9.2 68.2 1.62 74.1
z　0.5㎡当たりの収量
y　全収量に対する1本重

収量z 葉先枯れ
率(%)

製品率(%)

「山交03」の特性：非常に優れる
葉先枯れにかなり強いです。
葉色は極濃緑です。

YSG1号 市販
F1品種

市販
F1品種

有望F1
山交03

出荷形態

葉先枯れ発生状況
ふぐ刺しの薬味として
利用されるネギ

葉色の濃さ
F1では両親の中間
色を示します。

葉先枯れへの強さ
F1では両親の間とな
りますが、強さはや
や種子親(♀)に寄り
ます。

「中山交01」収量：多い
１本が重いです。
製品率が高いです。
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普及・社会実装への道筋

かいよう病抵抗性系統の選抜

新たな抵抗性個体の獲得

1

2

かいよう病抵抗性のウメ育種素材の開発
和歌山県果樹試験場うめ研究所

問い合わせ先：和歌山県果樹試験場うめ研究所 沼口孝司 numaguchi_k0001@pref.wakayama.lg.jp

ウメのかいよう病は強風雨によって果実表面に生じた傷から細菌が侵入して
発生する病害です。気候変動に伴い大雨や強風の発生が増えることが予想さ
れるため、将来的に被害が拡大する恐れがあります。そこで和歌山県では、か
いよう病に抵抗性をもつウメ育種素材の開発を進めています。

【かいよう病とは】
強風雨による傷から感染する細菌病

です。4～5月の強雨・強風により発生が

助長されます。和歌山県で生産量の多
い「南高」、「古城」などは、かいよう病に
弱い品種です。

強雨・強風の発生は近年増加傾向であり、
今後も増加が予想されています。
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和歌山県（潮岬）の観測値（4～5月）

かいよう病に抵抗性をもつ品種育成が必要

［参考］

うめ研究所で保有する交雑34系統から、かいよう病抵抗性をもち、加工特性（梅干し・シロップ・梅酒）
に優れる2系統を選抜しました。

OK1
・「織姫」×「光陽」
・果皮に紅色がつく
・果実サイズは小さい

JO1028‐6
・「地蔵」×「織姫」
・果実サイズ中程度
・ヤニ果*少ない

○当研究所保有の106品種・26系統の果実にかいよう
病菌を接種し、強い抵抗性をもつものを選抜しました。

○選抜した品種・系統を用いて交配を行い、 1,220
の交雑個体を獲得しました。

○獲得した個体にさらに接種試験を行い、抵抗性
をもつ16個体を選抜しました。

交配して獲得した個体

選抜した有望個体は
継続して育成し、

樹体および果実特性の
調査を行います

選抜した素材を用いて交配を進め、
かいよう病抵抗性品種を10年以内に
1品種以上育成し、普及を図ります。

抵抗性品種の普及により、気候変動に
耐えうる高品質果実生産および減農薬・
低コスト栽培が実現できます。

「農業分野における気候変動適応技術の開発」成果発表会（令和2年1月21日）

表 選抜系統における加⼯特性

系統・
品種

梅⼲しz シロップy 梅酒x

重量
(g)

果⽪⾊ 果⽪硬さ ⾁質 核重率
(%)

⾊ ⾹り 酸度
(%)w

⾊ ⾹り 酸度
(%)w

OK1 6.1 やや⽩い 中 やや粗 12.4 中程度 ⻘み 3.0 やや褐⾊薄い 中 1.8

JO1028‐6 9.0 ⾚み強い 柔 滑 16.1 褐⾊濃い 果実臭 3.6 褐⾊濃い 中 2.1

南⾼ 27.6 中 中 中 12.0 中程度 中 2.7 中程度 中 2.1

織姫 4.9 やや⽩い 柔 やや粗 19.2 褐⾊薄い ⻘み 2.5 褐⾊薄い ⻘み 2.4

光陽 4.4 ⾚み強い やや硬 やや粗 14.9 中程度 ⻘み 2.6 中程度 ⻘み 1.7

地蔵 9.9 ⾚み強い やや硬 中 15.9 褐⾊濃い 中 3.0 褐⾊濃い 中 1.7

z果実重量の20%の⾷塩で漬け込み、約5⽇間天⽇⼲しした後調査。果⽪⾊・果⽪・⾁質は「南⾼」を基準に評価
y果実1kgに対して800gの氷砂糖で約1週間漬け込み。⾊・⾹りは「南⾼」を基準に評価
x果実1kgに対して氷砂糖800g、ホワイトリカー（35度）1.8Lで約6か⽉漬け込み。⾊・⾹りは「南⾼」を基準に評価
w0.1N KOHで滴定し、クエン酸換算量で算出

JO1028-6

地蔵

OK1

織姫

光陽

うめ研究所品種保存園

*ヤニ果：果実から樹脂状の漏出物（写真）が生じ、品質を損なう生理障害

ヤニ果
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