
最新農業技術・品種２０１８ 



 農業の競争力強化、農産物の安定供給及び自給率向上

といった現下の農政課題の解決を図っていくためには、こ

れらの課題の解決に向けた技術開発を推進するとともに、

開発された技術の生産現場への速やかな普及が極めて重

要です。 

  

 このため、平成25年12月に攻めの農林水産業推進本部

が公表した「新品種・新技術の開発・保護・普及の方針」に

基づき、現場への導入が期待される品種・技術リスト（以下、

「リスト」という。）を作成し、広く紹介しています。また、新た

に創出された研究成果のうち、リストに追加され、現場への

導入が期待される品種・技術を「最新農業技術・品種２０１

８」として紹介することとしました。 

 

 農業生産者の皆様、生産現場で普及指導に取り組む農

業指導者等におかれましては、「最新農業技術・品種２０１

８」の中から現場に適した品種・技術を農業生産における経

営改善等にご活用ください。 

「最新農業技術・品種２０１８」の選定について 

 農林水産省のホームページ（http://www.maff.go.jp/j/kanbo/ 

kihyo03/gityo/index.html）上の「最新農業技術・品種」のサイト

（上記ホームページの中ほどにリンクボタンがあります）から、

今回の選定技術の情報をご覧になれます。 



「最新農業技術・品種２０１８」 技術・品種一覧 

品目 研究成果名 番号 品目 研究成果名 番号 

米 
水稲鉄コーティング湛水直播栽培に適する肥効調節型
肥料 

1 野菜 
加工時に臭わず黄変しないダイコン新品種「悠白 (ゆう
はく) 」と「サラホワイト」 

13 

米 早生で多収の極良食味水稲新品種「つきあかり」 2 野菜 
キュウリ促成栽培における基肥リン酸施用要否のため
の可給態リン酸基準 

14 

米 
縞葉枯病抵抗性で良質良食味の水稲品種「いなほっこ
り(中国209号)」 

3 果樹 
大粒で食味が優れ果皮色の赤いブドウ新品種「クイー
ンニーナ」 

15 

米 
畜産 

縞葉枯病抵抗性で茎葉多収、高糖分のイネWCS専用
品種「つきすずか」 

4 果樹 
甘くて柔らかい、豊産性の晩生ニホンナシ新品種「甘太
(かんた)」 

16 

麦 製パン適性の優れる寒冷地向け小麦新品種「夏黄金」 5 花き 植木類輸出促進に向けた害虫の防除手法の開発 17 

麦 寒冷地向けもち性大麦新品種「はねうまもち」 6 茶 抹茶や粉末茶に適した緑茶用新品種「せいめい」 18 

豆類 
落葉病抵抗性を付けた「エリモショウズ」、アズキ新品種
「エリモ１６７」 

7 畜産 
産肉能力のゲノム育種価を活用した黒毛和種の早期選
抜法 

19 

そば ソバ小畦立て播種による湿害回避と収量改善 8 畜産 
放牧衛生検査等で利用できる携帯型簡易貧血測定装
置の開発 

20 

いも類 
大玉で多収、病虫害に強いバレイショ新品種「アイマサ
リ」 

9 その他 
畑輪作で活用できる生育履歴情報を利用したマップ
ベース可変施肥技術 

21 

いも類 
調理しやすく加工適性も優れるばれいしょ品種「はる
か」「ピルカ」 

10 その他 
生産者が使える簡便でリーズナブルな排水改良技術の
ラインナップ 

22 

野菜 
タマネギ直播栽培における直下施肥を用いたリン酸肥
料の減肥技術 

11 その他 
侵入防止柵の接地部をパイプで補強する、イノシシのく
ぐり抜け防止技術 

23 

野菜 東北・北陸地域に適するタマネギの春まき夏どり作型 12 
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開発機関： 岩手県農業研究センター、予算区分【委託プロジェクト研究】 

窒素の溶出が、初期に少なく、幼穂形成期頃に多い肥効調節型肥料 

水稲鉄コーティング湛水直播栽培に適する肥効調節型肥料 

導入をオススメする対象 
 「ひとめぼれ」および「どんぴしゃり」での 
 鉄コーティング湛水直播栽培導入地域 

・岩手県における水稲直播栽培は、鉄コーティング湛水直播栽培が約９割を占めている。 
・鉄コーティング湛水直播栽培は、カルパーコーティング湛水直播栽培に比べ播種から苗立ちまでの期間が長く、その間の入 
 排水の回数が多いことなどから、専用肥料の開発が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・水稲鉄コーティング湛水直播栽培における安定生産とコスト低減に寄与。 
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既存のカルパーコーティング湛水
直播栽培用肥料（対照肥料）に比
べて、窒素溶出が、初期に少なく、
幼穂形成期頃に多い（左図） 

  「鉄コー直播６３３」の商品名で 
  2017年春より販売開始  
肥料製造元：くみあい肥料株式会社 （岩手県花巻市） 

・一穂籾数が増加し、対照
肥料に比べ、６％増収* 

・玄米タンパク質含有率の
増加や玄米品質の低下は
認められない 

＊「ひとめぼれ」および「どんぴしゃり」に
おける2015～2016年調査結果 
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・肥効調節型肥料の配合
の変更により、対照肥料
に比べ10a当たりの肥料
費を１４％低減* 

＊2017年5月岩手県内実勢価格 

収量は同等以上 肥料費を低減 

  収量指数（平均） 
  対照肥料   ：（100） 
  鉄直播肥料：106 

【肥料開発のコンセプト】 
・窒素全量を肥効調節型肥料で構成 
 ⇒ 排水時の溶脱低減、追肥作業の省略 
・幼穂形成期頃の窒素溶出増大 
 ⇒ 収量向上 

   地域や品種に応じ、 
   肥料の組合せは変更可能 
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対照肥料・時期別 鉄直播肥料・時期別

対照肥料・積算 鉄直播肥料・積算

播種 
穂揃期 

幼穂 
形成期 

肥料の窒素溶出特性  
 ※窒素溶出量：窒素成分施肥量6kg/10aの場合の実測値（2016年） 
 ※矢印：「ひとめぼれ」の生育ステージ 

開発した肥料の構成・成分 

窒素 リン酸 カリ

LPｺｰﾄ30 CG40 ｾﾗｺｰﾄR70

13 50 37

LPｺｰﾄ30 LPｺｰﾄ70

62 38
101012

成分濃度（％）
肥料

対照肥料

鉄直播肥料

肥効調節型肥料の
種類（上）と配合比（下）

131316

収量向上、肥料費を低減できる、最適な配合の肥効調節型肥料 

農林水産省 穀物課のコメント 
  直播栽培の導入は、負担の大きな春作業の労働ピークをならし、 
 経営規模を拡大する上で有効な手段ですので、こうした技術を活用 
 し、米の低コスト生産に取り組んでいただければと思います。 
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鉄直播肥料

収量：対照（kg/10a）

収量（kg/10a）

565

521

472

417

723

621.12718967

590.6308908063

636.4864146949

543.5551704125

577.2129172338

677.8024417314

624.1962475577

639.2211593337

577.4702158178



供試肥料

		

		肥料 ヒリョウ		被覆窒素率
(%) ヒフクチッソリツ		被覆窒素肥料の種類と配合比 ヒフクチッソヒリョウシュルイハイゴウヒ						成分濃度（%） セイブンノウド

												窒素 チッソ		リン酸 サン		カリ

		直播用200（対照） チョクハヨウタイショウ		100		LPｺｰﾄ30		LPｺｰﾄ70				12		10		10

						62		38

		鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		100		LPｺｰﾄ30		CGｺｰﾄ40		ｾﾗｺｰﾄR70		16		13		13

						13		50		37





供試肥料 (2)

		

		肥料 ヒリョウ		肥効調節型肥料の種類と配合比 ヒコウチョウセツガタヒリョウシュルイハイゴウヒ						成分濃度（%） セイブンノウド

										窒素 チッソ		リン酸 サン		カリ

		直播用200（対照） チョクハヨウタイショウ		LPｺｰﾄ30		LPｺｰﾄ70				12		10		10

				62		38

		鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		LPｺｰﾄ30		CGｺｰﾄ40		ｾﾗｺｰﾄR70		16		13		13

				13		50		37





肥料価格

		

		直播関係肥料価格について チョクハカンケイヒリョウカカク

		（2016.11.30 くみあい肥料 佐々木部長より） ヒリョウササキブチョウ

										速効性はN6+2=8 ソッコウセイ

		肥料 ヒリョウ		備考 ビコウ		農家渡価格 ノウカワタカカク		N%		N6現物施肥量 ゲンブツセヒリョウ		同左価格 ドウサカカク		価格比 カカクヒ		参考 サンコウ		N6施用時のP セヨウジ		N6施用時のK セヨウジ				20

						20kg/袋 タイ				kg/10a								kg/10a		kg/10a

		直播用200 チョクハヨウ		カルパー用に開発 ヨウカイハツ		2641		12		50.0		6603		100				5.0		5.0

		湛水直播633 タンスイチョクハ		H27？より市販 シハン		2718		16		37.5		5096		77		速効性N配合 ソッコウセイハイゴウ		4.9		4.9

		直播タイプ14 チョクハ		試作（緩効性A） シサクカンコウセイ		3008		16		37.5		5640		85				4.9		4.9

		直播タイプ19 チョクハ		試作（緩効性B） シサクカンコウセイ		3163		16		37.5		5931		90				4.9		4.9

		硫安+P+K リュウアン		N2追肥 ツイヒ								5804		88				5.0		5.0

		尿素+P+K ニョウソ		N2追肥 ツイヒ								5074		77				5.0		5.0

										N8現物施肥量 ゲンブツセヒリョウ

		硫安 リュウアン		N8		1340		21		38.1		2552

		尿素 ニョウソ		N8		2096		46		17.4		1823

		重過石 ジュウカセキ				3143		34		14.7		2311

		塩化カリ エンカ				2258		60		8.3		941





窒素溶出特性

		肥料毎時期毎溶出量 ヒリョウゴトジキゴトヨウシュツリョウ

				地区 チク		肥料 ヒリョウ						窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出率(%) ヨウシュツリツ		大祝 オオイワイ		直播用200 チョクハヨウ		タイプ14				LP30		0.0				58.5				82.6						89.2				93.0				93.1				94.6				96.3

						直播用200 チョクハヨウ						LP70		0.0				21.3				42.6						62.2				73.1				86.9				91.1				93.0

						タイプ19						LPS60		0.0				4.5				8.9						25.7				72.8				80.8				88.4				94.0

						タイプ14						CG40		0.0				63.0				85.7						89.7				94.6				98.1				99.6				99.7

						タイプ14						セラR70		0.0				1.6				20.5						51.3				67.3				80.3				85.0				88.4

						タイプ19						セラR25		0.0				42.7				86.4						92.0				95.5				95.9				96.4				97.4

						タイプ19						LPS80		0.0				3.9				4.7						13.1				43.0				72.5				80.3				87.8

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		大祝 オオイワイ		直播用200 チョクハヨウ				5.58		LP30		0.0				3.3				4.6						5.0				5.2				5.2				5.3				5.4

										3.42		LP70		0.0				0.7				1.5						2.1				2.5				3.0				3.1				3.2

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				4.0				6.1						7.1				7.7				8.2				8.4				8.6

						タイプ14				4.50		CG40		0.0				2.8				3.9						4.0				4.3				4.4				4.5				4.5

										1.17		LP30		0.0				0.7				1.0						1.0				1.1				1.1				1.1				1.1

										3.33		セラR70		0.0				0.1				0.7						1.7				2.2				2.7				2.8				2.9

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				3.6				5.5						6.8				7.6				8.2				8.4				8.6

						タイプ19				4.50		セラR25		0.0				1.9				3.9						4.1				4.3				4.3				4.3				4.4

										3.42		LPS60		0.0				0.2				0.3						0.9				2.5				2.8				3.0				3.2

										1.08		LPS80		0.0				0.0				0.1						0.1				0.5				0.8				0.9				0.9

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				2.1				4.2						5.2				7.2				7.9				8.2				8.5

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		大祝 オオイワイ		直播用200 チョクハヨウ				5.58		LP30		0.0				3.3				1.3						0.4				0.2				0.0				0.1				0.1

										3.42		LP70		0.0				0.7				0.7						0.7				0.4				0.5				0.1				0.1

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				4.0				2.1						1.0				0.6				0.5				0.2				0.2		8.6

						タイプ14				4.50		CG40		0.0				2.8				1.0						0.2				0.2				0.2				0.1				0.0

										1.17		LP30		0.0				0.7				0.3						0.1				0.0				0.0				0.0				0.0

										3.33		セラR70		0.0				0.1				0.6						1.0				0.5				0.4				0.2				0.1

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				3.6				1.9						1.3				0.8				0.6				0.2				0.1		8.6

						タイプ19				4.50		セラR25		0.0				1.9				2.0						0.3				0.2				0.0				0.0				0.0

										3.42		LPS60		0.0				0.2				0.1						0.6				1.6				0.3				0.3				0.2

										1.08		LPS80		0.0				0.0				0.0						0.1				0.3				0.3				0.1				0.1

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				2.1				2.1						0.9				2.1				0.6				0.4				0.3		8.5

				地区 チク		肥料 ヒリョウ						窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出率(%) ヨウシュツリツ		No.38		直播用200 チョクハヨウ		タイプ14		湛直用633 ジンチョクヨウ		LP30		0.0		62.0				74.5				83.6		87.8				92.3				94.8				95.3				96.4

						直播用200 チョクハヨウ		湛直用633 ジンチョクヨウ				LP70		0.0		23.0				27.6				47.2		51.0				63.6				83.6				86.7				88.3

						タイプ19		湛直用633 ジンチョクヨウ				LPS60		0.0		4.2				7.5				7.7		22.6				56.6				85.9				88.6				91.4

						タイプ14						CG40		0.0		67.0				78.8				84.8		89.5				93.2				96.6				97.0				99.3

						タイプ14						セラR70		0.0		2.0				5.9				28.9		38.3				65.6				84.9				85.1				86.8

						タイプ19						セラR25		0.0		59.0				75.8				88.8		91.5				95.8				96.4				96.7				96.7

						タイプ19						LPS80		0.0		3.6				3.9				3.9		5.2				38.6				65.1				88.7				88.9

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		No.38		直播用200 チョクハヨウ				3.72		LP30		0.0		2.3				2.8				3.1		3.3				3.4				3.5				3.5				3.6

										2.28		LP70		0.0		0.5				0.6				1.1		1.2				1.4				1.9				2.0				2.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.8				3.4				4.2		4.4				4.9				5.4				5.5				5.6

						タイプ14				3.00		CG40		0.0		2.0				2.4				2.5		2.7				2.8				2.9				2.9				3.0

										0.78		LP30		0.0		0.5				0.6				0.7		0.7				0.7				0.7				0.7				0.8

										2.22		セラR70		0.0		0.0				0.1				0.6		0.8				1.5				1.9				1.9				1.9

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.5				3.1				3.8		4.2				5.0				5.5				5.5				5.7

						タイプ19				3.00		セラR25		0.0		1.8				2.3				2.7		2.7				2.9				2.9				2.9				2.9

										2.28		LPS60		0.0		0.1				0.2				0.2		0.5				1.3				2.0				2.0				2.1

										0.72		LPS80		0.0		0.0				0.0				0.0		0.0				0.3				0.5				0.6				0.6

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		1.9				2.5				2.9		3.3				4.4				5.3				5.6				5.6

						湛直用633 ジンチョクヨウ				0.96		速効 ソッコウ		0.96		0.96				0.96				0.96		0.96				0.96				0.96				0.96				0.96

										1.98		LP30		0.0		1.2				1.5				1.7		1.7				1.8				1.9				1.9				1.9

										1.98		LP70		0.0		0.5				0.5				0.9		1.0				1.3				1.7				1.7				1.7

										1.08		LPS60		0.0		0.0				0.1				0.1		0.2				0.6				0.9				1.0				1.0

										6.00		小計 ショウケイ		1.0		2.7				3.1				3.6		4.0				4.7				5.4				5.5				5.6

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		No.38		直播用200 チョクハヨウ				3.72		LP30		0.0		2.3				0.5				0.3		0.2				0.2				0.1				0.0				0.0

										2.28		LP70		0.0		0.5				0.1				0.4		0.1				0.3				0.5				0.1				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.8				0.6				0.8		0.2				0.5				0.6				0.1				0.1				5.6

						タイプ14				3.00		CG40		0.0		2.0				0.4				0.2		0.1				0.1				0.1				0.0				0.1

										0.78		LP30		0.0		0.5				0.1				0.1		0.0				0.0				0.0				0.0				0.0

										2.22		セラR70		0.0		0.0				0.1				0.5		0.2				0.6				0.4				0.0				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.5				0.5				0.8		0.4				0.7				0.6				0.0				0.1				5.7

						タイプ19				3.00		セラR25		0.0		1.8				0.5				0.4		0.1				0.1				0.0				0.0				0.0

										2.28		LPS60		0.0		0.1				0.1				0.0		0.3				0.8				0.7				0.1				0.1

										0.72		LPS80		0.0		0.0				0.0				0.0		0.0				0.2				0.2				0.2				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		1.9				0.6				0.4		0.4				1.1				0.9				0.2				0.1				5.6

						湛直用633 ジンチョクヨウ				0.96		速効 ソッコウ		1.0		0.0				0.0				0.0		0.0				0.0				0.0				0.0				0.0

										1.98		LP30		0.0		1.2				0.2				0.2		0.1				0.1				0.0				0.0				0.0

										1.98		LP70		0.0		0.5				0.1				0.4		0.1				0.2				0.4				0.1				0.0

										1.08		LPS60		0.0		0.0				0.0				0.0		0.2				0.4				0.3				0.0				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		1.0		1.7				0.4				0.6		0.3				0.7				0.8				0.1				0.1				5.6

								栽培様式 サイバイヨウシキ		地区 チク		肥料 ヒリョウ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

								直播 チョクハ		大祝 オオイワ		市販① シハン		0.0		0.0		4.0		0.0		2.1		0.0		0.0		1.0		0.0		0.6		0.0		0.5		0.0		0.2		0.0		0.2

												タイプ14		0.0		0.0		3.6		0.0		1.9		0.0		0.0		1.3		0.0		0.8		0.0		0.6		0.0		0.2		0.0		0.1

												タイプ19		0.0		0.0		2.1		0.0		2.1		0.0		0.0		0.9		0.0		2.1		0.0		0.6		0.0		0.4		0.0		0.3

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

								直播 チョクハ		No.38		市販① シハン		0.0		2.8		0.0		0.6		0.0		0.8		0.2		0.0		0.5		0.0		0.6		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0

												タイプ14		0.0		2.5		0.0		0.5		0.0		0.8		0.4		0.0		0.7		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0

												タイプ19		0.0		1.9		0.0		0.6		0.0		0.4		0.4		0.0		1.1		0.0		0.9		0.0		0.2		0.0		0.1		0.0

												市販② シハン		1.0		1.7		0.0		0.4		0.0		0.6		0.3		0.0		0.7		0.0		0.8		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0

								栽培様式 サイバイヨウシキ		地区 チク		肥料 ヒリョウ

														5/10		6/8		6/29		7/12		7/28		8/15		8/30		9/8		合計 ゴウケイ

								直播 チョクハ		大祝 オオイワ		市販① シハン		0.0		4.0		2.1		1.0		0.6		0.5		0.2		0.2		8.6

												タイプ14		0.0		3.6		1.9		1.3		0.8		0.6		0.2		0.1		8.6

												タイプ19		0.0		2.1		2.1		0.9		2.1		0.6		0.4		0.3		8.5

														5/12		6/6		6/15		6/30		7/11		7/26		8/5		8/26		9/7		合計 ゴウケイ

								直播 チョクハ		No.38		対照 タイショウ		0.0		2.8		0.6		0.8		0.2		0.5		0.6		0.1		0.1		5.6

												試作A シサク		0.0		2.5		0.5		0.8		0.4		0.7		0.6		0.0		0.1		5.7

												試作B シサク		0.0		1.9		0.6		0.4		0.4		1.1		0.9		0.2		0.1		5.6

												市販② シハン		1.0		1.7		0.4		0.6		0.3		0.7		0.8		0.1		0.1		5.6

																5/12		6/6		6/15		6/30		7/11		7/26		8/5		8/26		9/7

								直播 チョクハ		No.38				対照 タイショウ		0.0		2.8		0.6		0.8		0.2		0.5		0.6		0.1		0.1

														対照 タイショウ		0.0		2.8		3.4		4.2		4.4		4.9		5.4		5.5		5.6

														鉄直播 テツチョクハ		0.0		2.5		0.5		0.8		0.4		0.7		0.6		0.0		0.1

														鉄直播 テツチョクハ		0.0		2.5		3.1		3.8		4.2		5.0		5.5		5.5		5.7

												時期別 ジキベツ		タイプ19		0.0		1.9		0.6		0.4		0.4		1.1		0.9		0.2		0.1

												累積 ルイセキ		タイプ19		0.0		1.9		2.5		2.9		3.3		4.4		5.3		5.6		5.6

												時期別 ジキベツ		市販② シハン		1.0		1.7		0.4		0.6		0.3		0.7		0.8		0.1		0.1

												累積 ルイセキ		市販② シハン		1.0		2.7		3.1		3.6		4.0		4.7		5.4		5.5		5.6

																		5/10		6/8		6/29		7/12		7/28		8/15		8/30		9/8

												直播 チョクハ		大祝 オオイワ		対照 タイショウ		0.0		4.0		2.1		1.0		0.6		0.5		0.2		0.2

																対照 タイショウ		0.0		4.0		6.1		7.1		7.7		8.2		8.4		8.6

																緩効性A カンコウセイ		0.0		3.6		1.9		1.3		0.8		0.6		0.2		0.1

																緩効性A カンコウセイ		0.0		3.6		5.5		6.8		7.6		8.2		8.4		8.6

																緩効性B カンコウセイ		0.0		2.1		2.1		0.9		2.1		0.6		0.4		0.3

																緩効性B カンコウセイ		0.0		2.1		4.2		5.2		7.2		7.9		8.2		8.5





窒素溶出特性

		



市販①

タイプ14

タイプ19

推定累積窒素溶出量（kg/10a）

大祝



窒素溶出特性 (2)

		



市販①

タイプ14

タイプ19

市販②

推定累積窒素溶出量（kg/10a）

No.38



稲体窒素吸収量

		



市販①

タイプ14

タイプ19

推定累積窒素溶出量（kg/10a）

大祝



稲体窒素吸収量 (2)

		



対照

試作A

試作B

市販②

推定累積窒素溶出量（kg/10a）

No.38



稲体窒素吸収量 (3)

		



対照

対照

鉄直播

鉄直播

タイプ19

タイプ19

市販②

市販②



茎数及び穂数

		



対照

対照

鉄直播

鉄直播

時期別窒素溶出量（kg）

積算窒素溶出量（kg）



茎数及び穂数 (3)

		



対照

対照

緩効性A

緩効性A

緩効性B

緩効性B

時期別窒素溶出量（kg）

積算窒素溶出量（kg）



収量比較

		肥料毎時期毎溶出量 ヒリョウゴトジキゴトヨウシュツリョウ

				地区 チク		肥料 ヒリョウ						窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出率(%) ヨウシュツリツ		大祝 オオイワイ		直播用200 チョクハヨウ		タイプ14				LP30		0.0				58.5				82.6						89.2				93.0				93.1				94.6				96.3

						直播用200 チョクハヨウ						LP70		0.0				21.3				42.6						62.2				73.1				86.9				91.1				93.0

						タイプ19						LPS60		0.0				4.5				8.9						25.7				72.8				80.8				88.4				94.0

						タイプ14						CG40		0.0				63.0				85.7						89.7				94.6				98.1				99.6				99.7

						タイプ14						セラR70		0.0				1.6				20.5						51.3				67.3				80.3				85.0				88.4

						タイプ19						セラR25		0.0				42.7				86.4						92.0				95.5				95.9				96.4				97.4

						タイプ19						LPS80		0.0				3.9				4.7						13.1				43.0				72.5				80.3				87.8

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		大祝 オオイワイ		直播用200 チョクハヨウ				5.58		LP30		0.0				3.3				4.6						5.0				5.2				5.2				5.3				5.4

										3.42		LP70		0.0				0.7				1.5						2.1				2.5				3.0				3.1				3.2

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				4.0				6.1						7.1				7.7				8.2				8.4				8.6

						タイプ14				4.50		CG40		0.0				2.8				3.9						4.0				4.3				4.4				4.5				4.5

										1.17		LP30		0.0				0.7				1.0						1.0				1.1				1.1				1.1				1.1

										3.33		セラR70		0.0				0.1				0.7						1.7				2.2				2.7				2.8				2.9

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				3.6				5.5						6.8				7.6				8.2				8.4				8.6

						タイプ19				4.50		セラR25		0.0				1.9				3.9						4.1				4.3				4.3				4.3				4.4

										3.42		LPS60		0.0				0.2				0.3						0.9				2.5				2.8				3.0				3.2

										1.08		LPS80		0.0				0.0				0.1						0.1				0.5				0.8				0.9				0.9

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				2.1				4.2						5.2				7.2				7.9				8.2				8.5

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		大祝 オオイワイ		直播用200 チョクハヨウ				5.58		LP30		0.0				3.3				1.3						0.4				0.2				0.0				0.1				0.1

										3.42		LP70		0.0				0.7				0.7						0.7				0.4				0.5				0.1				0.1

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				4.0				2.1						1.0				0.6				0.5				0.2				0.2		8.6

						タイプ14				4.50		CG40		0.0				2.8				1.0						0.2				0.2				0.2				0.1				0.0

										1.17		LP30		0.0				0.7				0.3						0.1				0.0				0.0				0.0				0.0

										3.33		セラR70		0.0				0.1				0.6						1.0				0.5				0.4				0.2				0.1

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				3.6				1.9						1.3				0.8				0.6				0.2				0.1		8.6

						タイプ19				4.50		セラR25		0.0				1.9				2.0						0.3				0.2				0.0				0.0				0.0

										3.42		LPS60		0.0				0.2				0.1						0.6				1.6				0.3				0.3				0.2

										1.08		LPS80		0.0				0.0				0.0						0.1				0.3				0.3				0.1				0.1

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				2.1				2.1						0.9				2.1				0.6				0.4				0.3		8.5

				地区 チク		肥料 ヒリョウ						窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出率(%) ヨウシュツリツ		No.38		直播用200 チョクハヨウ		タイプ14		湛直用633 ジンチョクヨウ		LP30		0.0		62.0				74.5				83.6		87.8				92.3				94.8				95.3				96.4

						直播用200 チョクハヨウ		湛直用633 ジンチョクヨウ				LP70		0.0		23.0				27.6				47.2		51.0				63.6				83.6				86.7				88.3

						タイプ19		湛直用633 ジンチョクヨウ				LPS60		0.0		4.2				7.5				7.7		22.6				56.6				85.9				88.6				91.4

						タイプ14						CG40		0.0		67.0				78.8				84.8		89.5				93.2				96.6				97.0				99.3

						タイプ14						セラR70		0.0		2.0				5.9				28.9		38.3				65.6				84.9				85.1				86.8

						タイプ19						セラR25		0.0		59.0				75.8				88.8		91.5				95.8				96.4				96.7				96.7

						タイプ19						LPS80		0.0		3.6				3.9				3.9		5.2				38.6				65.1				88.7				88.9

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		No.38		直播用200 チョクハヨウ				3.72		LP30		0.0		2.3				2.8				3.1		3.3				3.4				3.5				3.5				3.6

										2.28		LP70		0.0		0.5				0.6				1.1		1.2				1.4				1.9				2.0				2.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.8				3.4				4.2		4.4				4.9				5.4				5.5				5.6

						タイプ14				3.00		CG40		0.0		2.0				2.4				2.5		2.7				2.8				2.9				2.9				3.0

										0.78		LP30		0.0		0.5				0.6				0.7		0.7				0.7				0.7				0.7				0.8

										2.22		セラR70		0.0		0.0				0.1				0.6		0.8				1.5				1.9				1.9				1.9

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.5				3.1				3.8		4.2				5.0				5.5				5.5				5.7

						タイプ19				3.00		セラR25		0.0		1.8				2.3				2.7		2.7				2.9				2.9				2.9				2.9

										2.28		LPS60		0.0		0.1				0.2				0.2		0.5				1.3				2.0				2.0				2.1

										0.72		LPS80		0.0		0.0				0.0				0.0		0.0				0.3				0.5				0.6				0.6

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		1.9				2.5				2.9		3.3				4.4				5.3				5.6				5.6

						湛直用633 ジンチョクヨウ				0.96		速効 ソッコウ		0.96		0.96				0.96				0.96		0.96				0.96				0.96				0.96				0.96

										1.98		LP30		0.0		1.2				1.5				1.7		1.7				1.8				1.9				1.9				1.9

										1.98		LP70		0.0		0.5				0.5				0.9		1.0				1.3				1.7				1.7				1.7

										1.08		LPS60		0.0		0.0				0.1				0.1		0.2				0.6				0.9				1.0				1.0

										6.00		小計 ショウケイ		1.0		2.7				3.1				3.6		4.0				4.7				5.4				5.5				5.6

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		No.38		直播用200 チョクハヨウ				3.72		LP30		0.0		2.3				0.5				0.3		0.2				0.2				0.1				0.0				0.0

										2.28		LP70		0.0		0.5				0.1				0.4		0.1				0.3				0.5				0.1				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.8				0.6				0.8		0.2				0.5				0.6				0.1				0.1				5.6

						タイプ14				3.00		CG40		0.0		2.0				0.4				0.2		0.1				0.1				0.1				0.0				0.1

										0.78		LP30		0.0		0.5				0.1				0.1		0.0				0.0				0.0				0.0				0.0

										2.22		セラR70		0.0		0.0				0.1				0.5		0.2				0.6				0.4				0.0				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.5				0.5				0.8		0.4				0.7				0.6				0.0				0.1				5.7

						タイプ19				3.00		セラR25		0.0		1.8				0.5				0.4		0.1				0.1				0.0				0.0				0.0

										2.28		LPS60		0.0		0.1				0.1				0.0		0.3				0.8				0.7				0.1				0.1

										0.72		LPS80		0.0		0.0				0.0				0.0		0.0				0.2				0.2				0.2				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		1.9				0.6				0.4		0.4				1.1				0.9				0.2				0.1				5.6

						湛直用633 ジンチョクヨウ				0.96		速効 ソッコウ		1.0		0.0				0.0				0.0		0.0				0.0				0.0				0.0				0.0

										1.98		LP30		0.0		1.2				0.2				0.2		0.1				0.1				0.0				0.0				0.0

										1.98		LP70		0.0		0.5				0.1				0.4		0.1				0.2				0.4				0.1				0.0

										1.08		LPS60		0.0		0.0				0.0				0.0		0.2				0.4				0.3				0.0				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		1.0		1.7				0.4				0.6		0.3				0.7				0.8				0.1				0.1				5.6

								栽培様式 サイバイヨウシキ		地区 チク		肥料 ヒリョウ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

								直播 チョクハ		大祝 オオイワ		市販① シハン		0.0		0.0		4.0		0.0		2.1		0.0		0.0		1.0		0.0		0.6		0.0		0.5		0.0		0.2		0.0		0.2

												タイプ14		0.0		0.0		3.6		0.0		1.9		0.0		0.0		1.3		0.0		0.8		0.0		0.6		0.0		0.2		0.0		0.1

												タイプ19		0.0		0.0		2.1		0.0		2.1		0.0		0.0		0.9		0.0		2.1		0.0		0.6		0.0		0.4		0.0		0.3

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

								直播 チョクハ		No.38		市販① シハン		0.0		2.8		0.0		0.6		0.0		0.8		0.2		0.0		0.5		0.0		0.6		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0

												タイプ14		0.0		2.5		0.0		0.5		0.0		0.8		0.4		0.0		0.7		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0

												タイプ19		0.0		1.9		0.0		0.6		0.0		0.4		0.4		0.0		1.1		0.0		0.9		0.0		0.2		0.0		0.1		0.0

												市販② シハン		1.0		1.7		0.0		0.4		0.0		0.6		0.3		0.0		0.7		0.0		0.8		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0

								栽培様式 サイバイヨウシキ		地区 チク		肥料 ヒリョウ

														5/10		6/8		6/29		7/12		7/28		8/15		8/30		9/8		合計 ゴウケイ

								直播 チョクハ		大祝 オオイワ		市販① シハン		0.0		4.0		2.1		1.0		0.6		0.5		0.2		0.2		8.6

												タイプ14		0.0		3.6		1.9		1.3		0.8		0.6		0.2		0.1		8.6

												タイプ19		0.0		2.1		2.1		0.9		2.1		0.6		0.4		0.3		8.5

														5/12		6/6		6/15		6/30		7/11		7/26		8/5		8/26		9/7		合計 ゴウケイ

								直播 チョクハ		No.38		対照 タイショウ		0.0		2.8		0.6		0.8		0.2		0.5		0.6		0.1		0.1		5.6

												試作A シサク		0.0		2.5		0.5		0.8		0.4		0.7		0.6		0.0		0.1		5.7

												試作B シサク		0.0		1.9		0.6		0.4		0.4		1.1		0.9		0.2		0.1		5.6

												市販② シハン		1.0		1.7		0.4		0.6		0.3		0.7		0.8		0.1		0.1		5.6

																5/12		6/6		6/15		6/30		7/11		7/26		8/5		8/26		9/7

								直播 チョクハ		No.38				対照肥料・時期別 タイショウヒリョウジキベツ		0.0		2.8		0.6		0.8		0.2		0.5		0.6		0.1		0.1

														対照肥料・積算 タイショウヒリョウセキサン		0.0		2.8		3.4		4.2		4.4		4.9		5.4		5.5		5.6

														鉄直播肥料・時期別 テツチョクハヒリョウジキベツ		0.0		2.5		0.5		0.8		0.4		0.7		0.6		0.0		0.1

														鉄直播肥料・積算 テツチョクハヒリョウセキサン		0.0		2.5		3.1		3.8		4.2		5.0		5.5		5.5		5.7

												時期別 ジキベツ		タイプ19		0.0		1.9		0.6		0.4		0.4		1.1		0.9		0.2		0.1

												累積 ルイセキ		タイプ19		0.0		1.9		2.5		2.9		3.3		4.4		5.3		5.6		5.6

												時期別 ジキベツ		市販② シハン		1.0		1.7		0.4		0.6		0.3		0.7		0.8		0.1		0.1

												累積 ルイセキ		市販② シハン		1.0		2.7		3.1		3.6		4.0		4.7		5.4		5.5		5.6

																		5/10		6/8		6/29		7/12		7/28		8/15		8/30		9/8

												直播 チョクハ		大祝 オオイワ		対照 タイショウ		0.0		4.0		2.1		1.0		0.6		0.5		0.2		0.2

																対照 タイショウ		0.0		4.0		6.1		7.1		7.7		8.2		8.4		8.6

																緩効性A カンコウセイ		0.0		3.6		1.9		1.3		0.8		0.6		0.2		0.1

																緩効性A カンコウセイ		0.0		3.6		5.5		6.8		7.6		8.2		8.4		8.6

																緩効性B カンコウセイ		0.0		2.1		2.1		0.9		2.1		0.6		0.4		0.3

																緩効性B カンコウセイ		0.0		2.1		4.2		5.2		7.2		7.9		8.2		8.5





収量比較

		



市販①
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対照
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収量構成要素

		



対照肥料・時期別

対照肥料・積算

鉄直播肥料・時期別

鉄直播肥料・積算

タイプ19

タイプ19

市販②
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収量構成要素（2）
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対照肥料・積算

鉄直播肥料・時期別
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積算窒素溶出量（kg/10a）



収量構成要素（3）
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対照
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緩効性B
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t検定（構成要素）
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対照肥料・時期別

対照肥料・積算

鉄直播肥料・時期別

鉄直播肥料・積算

時期別窒素溶出量（kg/10a）

積算窒素溶出量（kg/10a）



		

		【ひとめ】

		H27

		表　窒素吸収量の推移（No.38) ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイ

				区名 クメイ				7/2		7/16		7/28				穂揃い後（8/17） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ						H27一括 イッカツ

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ								7/1・7/2		7/14・7/16		7/22・7/26		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				1.1		3.1		4.0		4.5		1.3		5.8		2.5		5.9		8.3				ひとめぼれ		速効性+追肥 ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		8.3

		2		直播用200				1.2		3.5		4.8		4.9		1.6		6.5		2.4		5.4		7.8						対照 タイショウ		1.2		3.5		4.8		6.5		7.8

		3		タイプ14				1.0		3.4		5.5		5.0		1.5		6.5		2.7		5.4		8.2						緩効性A カンコウセイ		1.0		3.4		5.5		6.5		8.2

		4		タイプ19				1.1		3.8		4.9		4.8		1.4		6.2		2.2		5.3		7.5						緩効性B カンコウセイ		1.1		3.8		4.9		6.2		7.5

																												どんぴしゃり		対照 タイショウ		2.0		4.8		7.0		7.9		11.5

		H28																												緩効性A カンコウセイ		2.3		5.2		7.1		8.0		10.8

		表　窒素吸収量の推移（No.38) ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイ																												緩効性B カンコウセイ		2.3		5.3		7.7		9.0		10.7

				区名 クメイ				6/30		7/11		7/26				穂揃い後（8/17） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ				H27品種別 ヒンシュベツ				7/2		7/16		7/28		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				1.4		2.0		3.9		2.9		0.5		3.4		2.3		4.6		6.9				ひとめぼれ		対照 タイショウ		1.2		3.5		4.8		6.5		7.8

		2		直播用200				1.5		2.7		4.8		4.0		0.8		4.7		2.7		5.6		8.3						鉄直播 テツチョクハ		1.0		3.4		5.5		6.5		8.2

		3		タイプ14				1.2		2.6		4.8		4.6		0.9		5.4		2.9		5.5		8.3						試作B シサク		1.1		3.8		4.9		6.2		7.5

		4		タイプ19				1.2		2.7		4.3		5.5		0.8		6.3		3.1		5.5		8.7						速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		8.3

		【どんぴ】																														7/1		7/14		7/22		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		H27																										どんぴしゃり		対照 タイショウ		2.0		4.8		7.0		7.9		11.5

		表　窒素吸収量の推移（大祝） ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイオオイワイ																												緩効性A カンコウセイ		2.3		5.2		7.1		8.0		10.8

				区名 クメイ				7/1		7/14		7/22				穂揃い後（8/12） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ								緩効性B カンコウセイ		2.3		5.3		7.7		9.0		10.7

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ

		1		対照 タイショウ				2.0		4.8		7.0		6.8		1.1		7.9		3.9		7.5		11.5

		2		緩効性A カンコウセイ				2.3		5.2		7.1		6.8		1.3		8.0		3.6		7.3		10.8				H27,28平均 ヘイキン				6/下～7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		3		緩効性B カンコウセイ				2.3		5.3		7.7		7.7		1.3		9.0		3.4		7.3		10.7				ひとめぼれ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		1.4		2.0		3.9		3.4		6.9

																														速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		8.3

		H28																												対照 タイショウ		1.3		3.1		4.8		5.6		8.0

		表　窒素吸収量の推移（大祝） ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイオオイワイ																												試作A シサク		1.1		3.0		5.1		5.9		8.3

				区名 クメイ				6/29		7/12		7/28				穂揃い後（8/22） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ								試作B シサク		1.1		3.3		4.6		6.3		8.1

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ

		1		対照 タイショウ				0.9		2.4		7.0		7.9		1.6		9.5		3.0		6.4		9.3								6/下～7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		2		緩効性A カンコウセイ				0.7		2.7		7.0		7.8		1.5		9.3		3.3		7.2		10.5				どんぴしゃり		対照 タイショウ		1.4		3.6		7.0		8.7		10.4

		3		緩効性B カンコウセイ				0.8		2.5		6.5		8.6		1.5		10.1		3.1		7.1		10.2						緩効性A カンコウセイ		1.5		3.9		7.1		8.7		10.7

																														緩効性B カンコウセイ		1.6		3.9		7.1		9.5		10.4

		※44は生育量少につきデータ用いない セイイクリョウショウモチ

		※H28 大祝 7/12、7/28、8/22DW及び吸収量見直し⇒7/28以降対照を上回る？ オオイワイオヨキュウシュウリョウミナオイコウタイショウウワマワ





		



対照

鉄直播

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

試作A

試作B

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		

		【ひとめ】

		H27

		表　窒素吸収量の推移（No.38) ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイ

				区名 クメイ				7/2		7/16		7/28				穂揃い後（8/17） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ				H27品種別 ヒンシュベツ				7/2		7/16		7/28		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（追肥） ツイヒ				1.1		3.1		4.0		4.5		1.3		5.8		2.3		5.5		7.8				ひとめぼれ		対照 タイショウ		1.2		3.5		4.8		6.5		7.8

		2		直播用200				1.2		3.5		4.8		4.9		1.6		6.5		2.4		5.4		7.8						試作A シサク		1.0		3.4		5.5		7.0		8.2

		3		タイプ14				1.0		3.4		5.5		5.4		1.6		7.0		2.7		5.4		8.2						試作B シサク		1.1		3.8		4.9		6.6		7.7

		4		タイプ19				1.1		3.8		4.9		5.0		1.5		6.6		2.2		5.5		7.7						速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		7.8

				タイプ19の吸収パターンの年次間差：H27は、H28に比べタイプ14とのパターンの違いが少なく、穂揃い後の溶出量が増えず吸収も鈍かった？ キュウシュウネンジカンサクラチガスクホゾロゴヨウシュツリョウフキュウシュウニブ

		H28																														7/1		7/14		7/22		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		表　窒素吸収量の推移（No.38) ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイ																										どんぴしゃり		対照 タイショウ		2.0		4.6		5.8		7.0		11.5

				区名 クメイ				6/30		7/11		7/26				穂揃い後（8/17） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ								試作A シサク		2.1		5.4		8.7		9.0		10.8

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ						試作B シサク		2.5		5.4		7.7		8.9		10.7

		1		速効性（無追肥） ムツイヒ				1.4		2.0		3.6		3.5		0.6		4.1		2.3		4.6		6.9

		2		直播用200				1.5		2.7		4.7		4.3		0.8		5.7		2.7		5.6		8.3

		3		タイプ14				1.2		2.6		5.2		5.4		1.0		6.5		2.9		5.5		8.3				H28品種別 ヒンシュベツ				6/30		7/11		7/26		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		4		タイプ19				1.2		2.7		4.3		5.8		0.9		6.7		3.1		5.5		8.7				ひとめぼれ		対照 タイショウ		1.5		2.7		4.7		5.7		8.3

																														試作A シサク		1.2		2.6		5.2		6.5		8.3

		【どんぴ】																												試作B シサク		1.2		2.7		4.3		6.7		8.7

		H27																												速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		1.4		2.0		3.6		4.1		6.9

		表　窒素吸収量の推移（大祝） ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイオオイワイ

				区名 クメイ				7/1		7/14		7/22				穂揃い後（8/12） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ										6/29		7/12		7/28		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ				どんぴしゃり		対照 タイショウ		0.8		2.3		6.2		8.8		9.3

		1		対照 タイショウ				2.0		4.6		5.8		5.9		1.1		7.0		3.9		7.5		11.5						試作A シサク		0.8		2.8		7.7		10.4		10.5

		2		緩効性A カンコウセイ				2.1		5.4		8.7		7.8		1.2		9.0		3.6		7.3		10.8						試作B シサク		0.8		2.4		7.2		9.7		10.2

		3		緩効性B カンコウセイ				2.5		5.4		7.7		7.5		1.4		8.9		3.4		7.3		10.7

		H28																										H27,28平均 ヘイキン				6/下～7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		表　窒素吸収量の推移（大祝） ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイオオイワイ																										ひとめぼれ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		1.4		2.0		3.6		4.1		6.9

				区名 クメイ				6/29		7/12		7/28				穂揃い後（8/22） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ								速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		7.8

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ						対照 タイショウ		1.3		3.1		4.8		6.1		8.0

		1		対照 タイショウ				0.8		2.3		6.2		7.2		1.5		8.8		3.0		6.4		9.3						鉄直播 テツチョクハ		1.1		3.0		5.3		6.7		8.3

		2		緩効性A カンコウセイ				0.8		2.8		7.7		8.9		1.6		10.4		3.3		7.2		10.5						試作B シサク		1.1		3.3		4.6		6.6		8.2

		3		緩効性B カンコウセイ				0.8		2.4		7.2		8.3		1.5		9.7		3.1		7.1		10.2

																																6/下～7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		※44は生育量少につきデータ用いない セイイクリョウショウモチ																										どんぴしゃり		対照 タイショウ		1.4		3.5		6.0		7.9		10.4

																														緩効性A カンコウセイ		1.4		4.1		8.2		9.7		10.7				無追肥を加えることも可能ではあるがー ムツイヒクワカノウ

		大祝 オオイワイ																												緩効性B カンコウセイ		1.7		3.9		7.4		9.3		10.4

		・H27 7/22対照確認 タイショウカクニン				・H27,28穂揃いで2kgも差が出る？ ホゾロサデ





		



対照

試作A
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対照

鉄直播

試作B

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

鉄直播

試作B

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

試作A

試作B

速効性（無追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

試作A

試作B

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

鉄直播

試作B

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

鉄直播

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		

		【ひとめ】

		H27

		表　窒素吸収量の推移（No.38) ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイ

				区名 クメイ				7/2		7/16		7/28				穂揃い後（8/17） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ				H27品種別 ヒンシュベツ				7/2		7/16		7/28		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（追肥） ツイヒ				1.1		3.1		4.0		4.5		1.3		5.8		2.3		5.5		7.8				ひとめぼれ		対照 タイショウ		1.2		3.5		4.8		6.5		7.8

		2		直播用200				1.2		3.5		4.8		4.9		1.6		6.5		2.4		5.4		7.8						試作A シサク		1.0		3.4		5.5		7.0		8.2

		3		タイプ14				1.0		3.4		5.5		5.4		1.6		7.0		2.7		5.4		8.2						試作B シサク		1.1		3.8		4.9		6.6		7.7

		4		タイプ19				1.1		3.8		4.9		5.0		1.5		6.6		2.2		5.5		7.7						速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		7.8

				タイプ19の吸収パターンの年次間差：H27は、H28に比べタイプ14とのパターンの違いが少なく、穂揃い後の溶出量が増えず吸収も鈍かった？ キュウシュウネンジカンサクラチガスクホゾロゴヨウシュツリョウフキュウシュウニブ

		H28																														7/1		7/14		7/22		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		表　窒素吸収量の推移（No.38) ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイ																										どんぴしゃり		対照 タイショウ		2.0		4.6		5.8		7.0		11.5

				区名 クメイ				6/30		7/11		7/26				穂揃い後（8/17） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ								試作A シサク		2.1		5.4		8.7		9.0		10.8

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ						試作B シサク		2.5		5.4		7.7		8.9		10.7

		1		速効性（無追肥） ムツイヒ				1.4		2.0		3.6		3.5		0.6		4.1		2.3		4.6		6.9

		2		直播用200				1.5		2.7		4.7		4.3		0.8		5.7		2.7		5.6		8.3

		3		タイプ14				1.2		2.6		5.2		5.4		1.0		6.5		2.9		5.5		8.3				H28品種別 ヒンシュベツ				6/30		7/11		7/26		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		4		タイプ19				1.2		2.7		4.3		5.8		0.9		6.7		3.1		5.5		8.7				ひとめぼれ		対照 タイショウ		1.5		2.7		4.7		5.7		8.3

																														試作A シサク		1.2		2.6		5.2		6.5		8.3

		【どんぴ】																												試作B シサク		1.2		2.7		4.3		6.7		8.7

		H27																												速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		1.4		2.0		3.6		4.1		6.9

		表　窒素吸収量の推移（大祝） ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイオオイワイ

				区名 クメイ				7/1		7/14		7/22				穂揃い後（8/12） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ										6/29		7/12		7/28		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ				どんぴしゃり		対照 タイショウ		0.8		2.3		6.2		8.8		9.3

		1		対照 タイショウ				2.0		4.6		5.8		5.9		1.1		7.0		3.9		7.5		11.5						試作A シサク		0.8		2.8		7.7		10.4		10.5

		2		緩効性A カンコウセイ				2.1		5.4		8.7		7.8		1.2		9.0		3.6		7.3		10.8						試作B シサク		0.8		2.4		7.2		9.7		10.2

		3		緩効性B カンコウセイ				2.5		5.4		7.7		7.5		1.4		8.9		3.4		7.3		10.7

		H28																										H27,28平均 ヘイキン				6/下～7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		表　窒素吸収量の推移（大祝） ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイオオイワイ																										ひとめぼれ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		1.4		2.0		3.6		4.1		6.9

				区名 クメイ				6/29		7/12		7/28				穂揃い後（8/22） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ								速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		7.8

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ						対照肥料 タイショウヒリョウ		1.3		3.1		4.8		6.1		8.0

		1		対照 タイショウ				0.8		2.3		6.2		7.2		1.5		8.8		3.0		6.4		9.3						鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		1.1		3.0		5.3		6.7		8.3

		2		緩効性A カンコウセイ				0.8		2.8		7.7		8.9		1.6		10.4		3.3		7.2		10.5						試作B シサク		1.1		3.3		4.6		6.6		8.2

		3		緩効性B カンコウセイ				0.8		2.4		7.2		8.3		1.5		9.7		3.1		7.1		10.2

																																6/下～7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		※44は生育量少につきデータ用いない セイイクリョウショウモチ																										どんぴしゃり		対照 タイショウ		1.4		3.5		6.0		7.9		10.4

																														緩効性A カンコウセイ		1.4		4.1		8.2		9.7		10.7				無追肥を加えることも可能ではあるがー ムツイヒクワカノウ

		大祝 オオイワイ																												緩効性B カンコウセイ		1.7		3.9		7.4		9.3		10.4

		・H27 7/22対照確認 タイショウカクニン				・H27,28穂揃いで2kgも差が出る？ ホゾロサデ
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試作A

試作B
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対照肥料

鉄直播肥料

試作B

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照肥料

鉄直播肥料

試作B

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

試作A

試作B

速効性（無追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

試作A

試作B

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照肥料

鉄直播肥料

試作B

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照肥料

鉄直播肥料

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		42502		42502		42502		42502

		42527		42527		42527		42527

		42536		42536		42536		42536

		42551		42551		42551		42551

		42562		42562		42562		42562

		42577		42577		42577		42577

		42587		42587		42587		42587

		42608		42608		42608		42608

		42620		42620		42620		42620



対照肥料・時期別

対照肥料・積算

鉄直播肥料・時期別

鉄直播肥料・積算

時期別窒素溶出量（kg/10a）

積算窒素溶出量（kg/10a）

0

0

0

0

2.8327714286

2.8327714286

2.5376442509

2.5376442509

0.5702952381

3.4030666667

0.5375357426

3.0751799935

0.7821619048

4.1852285714

0.7608075305

3.835987524

0.2460809524

4.4313095238

0.3844923615

4.2204798855

0.4508761905

4.8821857143

0.7499186236

4.970398509

0.5507

5.4328857143

0.5527107852

5.5231092942

0.0897142857

5.5226

0.0198596143

5.5429689085

0.0752095238

5.5978095238

0.1136638144

5.6566327229



																																												修正前 シュウセイマエ																		修正後 シュウセイゴ

		H27

		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ						※2A,3A穂数見直し ホスウミナオ										H27		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																H27		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		7/2		7/16		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				34.4		45.3		64.2		648		814		789		80.7		18.5		541.0				1		速効性（オール15号）				648		814		789		541.0						1		速効性（追肥） ツイヒ		B		633		779		795		520						1		速効性（オール15号）		B		633		779		795		520

		2		直播用200				33.9		45.7		65.6		642		829		789		78.5		17.0		573.0				2		直播用200				642		766		730		544.3						2		直播用200		B		644		780		756		552						2		直播用200		A		639		752		705		536

		3		タイプ14				34.2		45.2		69.4		470		756		750		80.3		17.9		521.3				3		タイプ14				470		756		750		506.6						3		タイプ14		A		567		761		748		525						3		タイプ14		A		567		761		748		525

		4		タイプ19				31.1		40.5		64.3		405		723		687		76.8		17.7		506.6				4		タイプ19				405		723		687		506.6

		5		湛直用633				34.0		45.9		69.3		519		880		857		80.6		18.1		557.4				5		湛直用633				519		880		857		557.4				H28		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																H28		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ

		1		速効性（オール15号）		A		34.6		45.8		64.8		662		848		782		81.3		18.2		562.3				1		速効性（オール15号）		A		662		848		782		562.3												茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン

						B		34.2		44.8		63.5		633		779		795		80.0		18.7		519.7								B		633		779		795		519.7						No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ

		2		直播用200		A		34.3		46.4		66.6		639		877		821		80.7		17.7		593.4				2		直播用200		A		639		752		705		536.1						1		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		A		434		557		526		421						1		速効性（オール15号）		A		434		557		526		421

						B		33.6		45.0		64.5		644		780		756		76.2		16.3		552.5								B		644		780		756		552.5						2		直播用200		A		424		662		629		515						2		直播用200		A		424		662		629		515

		3		タイプ14		A		34.1		45.7		67.9		567		761		748		79.0		17.5		554.1				3		タイプ14		A		567		761		748		524.6						3		タイプ14		A		419		726		672		554						3		タイプ14		A		419		726		672		554

						B		34.4		44.7		70.9		374		751		752		81.6		18.3		488.5								B		374		751		752		488.5

		4		タイプ19		A		32.8		43.0		66.4		441		752		716		78.1		18.2		496.7				4		タイプ19		A		441		752		716		496.7				平均 ヘイキン		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																A列平均 レツヘイキン		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ

						B		29.5		37.9		62.2		369		693		657		75.5		17.2		516.4								B		369		693		657		516.4										茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン

		5		湛直用633		A		34.6		47.7		73.4		480		931		916		85.6		18.7		573.8				5		湛直用633		A		480		931		916		573.8						No		区名 クメイ		6/下・7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		成熟期 セイジュクキ								No		区名 クメイ		6/下・7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		成熟期 セイジュクキ

						B		33.3		44.0		65.3		557		830		798		75.7		17.6		541.0								B		557		830		798		541.0						2		対照 タイショウ		534		721		692		534								2		対照 タイショウ		532		707		667		525

														播種時に深かった区で茎数の増加遅れ？（白化茎長と対応） ハシュジフカククキスウゾウカオクハクカケイチョウタイオウ																				播種時に深かった区で茎数の増加遅れ？（白化茎長と対応） ハシュジフカククキスウゾウカオクハクカケイチョウタイオウ												3		鉄直播 テツチョクハ		493		743		710		540								3		鉄直播 テツチョクハ		493		743		710		540

														※ただし4B区は不明 クフメイ																				※ただし4B区は不明 クフメイ												1		速効性（無追肥） ムツイヒ		434		557		526		421								1		速効性
（無追肥） ムツイヒ		434		557		526		421

		　表　　生育の推移（No44） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No44） ヒョウセイイクスイイ																		1		速効性（追肥） ツイヒ		633		779		795		520								1		速効性（追肥） ツイヒ		633		779		795		520

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		7/2		7/16		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				30.4		40.4		56.3		472		674		673		73.0		17.8		444				1		速効性（オール15号）				472		674		673		444

		2		直播用200				31.3		42.5		62.7		468		755		773		77.4		16.8		474				2		直播用200				468		755		773		474

		3		タイプ14				31.3		41.6		63.3		433		693		714		75.9		17.1		443				3		タイプ14				433		693		714		443

		4		タイプ19				30.8		41.4		63.0		423		730		749		77.5		16.9		493				4		タイプ19				423		730		749		493

		5		湛直用633				31.3		40.4		60.7		401		661		671		74.2		16.9		414				5		湛直用633				401		661		671		414

		1		速効性（オール15号）		A		30.6		39.4		52.5		482		615		615		71.0		17.6		437				1		速効性（オール15号）		A		482		615		615		437

						B		30.1		41.4		60.1		462		733		730		74.9		18.0		452								B		462		733		730		452

		2		直播用200		A		32.9		44.7		64.6		512		822		827		81.5		16.9		535				2		直播用200		A		512		822		827		535

						B		29.8		40.3		60.9		423		688		720		73.2		16.8		413								B		423		688		720		413

		3		タイプ14		A		32.3		43.7		67.3		458		765		790		80.8		17.5		530				3		タイプ14		A		458		765		790		530

						B		30.2		39.5		59.2		408		622		638		71.0		16.8		355								B		408		622		638		355

		4		タイプ19		A		31.5		41.5		63.1		352		648		682		77.3		16.9		487				4		タイプ19		A		352		648		682		487

						B		30.2		41.2		63.0		495		812		817		77.7		16.9		500								B		495		812		817		500

		5		湛直用633		A		32.3		40.9		64.1		407		703		715		78.4		17.3		467				5		湛直用633		A		407		703		715		467

						B		30.3		40.0		57.3		395		618		627		70.0		16.4		362								B		395		618		627		362

		　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ																										　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ																																		H28に比べH27の苗立ち本数が多い（苗立ち率も高い） クラナエダホンスウオオナエダリツタカ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン																												→そのためH27は初期から茎数が多い（穂数は同等） ショキクキスウオオホスウドウトウ

		No		区名 クメイ				7/1		7/14		7/27		7/1		7/14		7/27		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				7/1		7/14		7/27		成熟期 セイジュクキ

		1		直播用200				43.2		51.9		70.6		410		666		651		90.2		18.5		451				1		直播用200				410		666		651		451																						⇒2ヵ年平均ではなく、H28単年度での比較が良い？ ネンヘイキンタンネンドヒカクヨ

		2		タイプ14				42.8		50.7		71.4		445		669		693		87.6		18.9		488				2		タイプ14				445		669		693		488																						（無追肥の大きな差は年次による苗立ち本数の差もあり） ムツイヒオオサネンジナエダホンスウサ

		3		タイプ19				43.6		54.1		73.3		439		775		797		93.5		19.0		548				3		タイプ19				439		775		797		548

		1		直播用200		A		42.5		50.6		69.6		405		720		708		90.2		18.5		478				1		直播用200		A		405		720		708		478																						※次年度に向けて ジネンドム

						B		43.8		53.1		71.5		415		612		593		90.1		18.5		423								B		415		612		593		423																						・適正施肥量の検討 テキセイセヒリョウケントウ

		2		タイプ14		A		42.2		49.4		67.6		468		563		567		81.4		18.6		417				2		タイプ14		A		468		563		567		417																						・生育パターンの確定（7/中にかけての茎数及び窒素吸収量up） セイイクカクテイチュウケイスウオヨチッソキュウシュウリョウ

						B		43.3		52.0		75.2		422		775		818		93.8		19.2		560								B		422		775		818		560																						・収量と玄米品質、耐倒伏性の確保 シュウリョウゲンマイヒンシツタイトウフクセイカクホ

		3		タイプ19		A		45.1		55.8		74.1		553		793		795		92.4		18.9		563				3		タイプ19		A		553		793		795		563

						B		42.1		52.3		72.5		325		757		798		94.6		19.1		533								B		325		757		798		533

		H28																										H28

		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ						※2B,4B穂数見直し ホスウミナオ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		6/30		7/13		7/26		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				38.3		47.4		58.0		436		594		550		72.0		16.4		424.1				1		速効性（オール15号）				436		594		550		424.1

		2		直播用200				37.6		47.8		59.8		428		675		639		75.5		16.9		505.8				2		直播用200				428		675		639		505.8

		3		タイプ14				37.9		48.6		61.2		447		686		628		77.0		17.0		513.2				3		タイプ14				447		686		628		513.2

		4		タイプ19				37.6		47.6		60.5		431		634		616		77.4		17.4		513.2				4		タイプ19				431		634		616		513.2

		5		湛直用633				37.8		47.6		61.4		383		618		593		78.1		17.2		510.7				5		湛直用633				383		618		593		510.7

		1		速効性（オール15号）		A		38.2		46.3		57.3		434		557		526		71.0		16.4		420.8				1		速効性（オール15号）		A		434		557		526		420.8

						B		38.4		48.5		58.8		437		632		573		72.9		16.4		427.4								B		437		632		573		427.4

		2		直播用200		A		37.9		48.5		60.3		424		662		629		75.8		17.1		514.9				2		直播用200		A		424		662		629		514.9

						B		37.2		47.2		59.3		432		688		650		75.2		16.7		496.7								B		432		688		650		442.2

		3		タイプ14		A		37.1		48.2		61.3		419		726		672		78.0		17.0		554.5				3		タイプ14		A		419		726		672		554.5

						B		38.7		49.1		61.2		475		647		584		76.1		17.0		471.9								B		475		647		584		471.9

		4		タイプ19		A		37.7		47.0		58.8		371		571		564		73.3		16.9		443.9				4		タイプ19		A		371		571		564		443.9

						B		37.4		48.3		62.2		490		698		668		81.5		17.9		582.5								B		490		698		668		470.3

		5		湛直用633		A		39.2		49.0		63.1		343		611		587		79.8		17.4		519.8				5		湛直用633		A		343		611		587		519.8

						B		36.5		46.2		59.6		422		625		599		76.4		17.0		501.7								B		422		625		599		501.7

		　表　　生育の推移（No43） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No43） ヒョウセイイクスイイ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		6/30		7/13		7/26		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				39.2		57.4		69.3		414		577		526		71.9		17.1		467				1		速効性（オール15号）				414		577		526		467

		2		直播用200				40.1		58.8		72.1		414		619		569		75.0		17.4		480				2		直播用200				414		619		569		480

		3		タイプ14				38.8		56.5		71.5		368		574		569		73.5		18.0		474				3		タイプ14				368		574		569		474

		4		タイプ19				38.3		56.9		72.5		367		599		606		75.8		17.6		508				4		タイプ19				367		599		606		508

		1		速効性（オール15号）		A		40.0		59.0		70.2		382		573		525		74.5		17.5		482				1		速効性（オール15号）		A		382		573		525		482

						B		38.4		55.7		68.3		445		581		527		69.2		16.8		451								B		445		581		527		451

		2		直播用200		A		40.1		59.2		72.5		392		627		579		75.6		17.5		489				2		直播用200		A		392		627		579		489

						B		40.0		58.5		71.8		437		611		558		74.4		17.3		471								B		437		611		558		471

		3		タイプ14		A		38.2		55.7		70.9		346		561		548		73.5		17.9		461				3		タイプ14		A		346		561		548		461

						B		39.3		57.4		72.0		389		588		589		73.6		18.1		487								B		389		588		589		487

		4		タイプ19		A		37.7		56.8		74.6		353		611		633		77.6		18.1		530				4		タイプ19		A		353		611		633		530

						B		39.0		57.0		70.3		381		588		579		74.1		17.0		486								B		381		588		579		486

		　表　　生育の推移（小友） ヒョウセイイクスイイオトモ																										　表　　生育の推移（小友） ヒョウセイイクスイイオトモ

		No		区名 クメイ				草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ				No		区名 クメイ				茎数(本/㎡) ケイスウホン

								6/29		7/12		7/28		6/29		7/12		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン										6/29		7/12		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		対照 タイショウ				33.2		45.9		69.5		184		508		559		86.3		18.3		468				1		対照 タイショウ				184		508		559		468

		2		緩効性A カンコウセイ				31.9		44.8		65.8		234		575		587		80.9		17.8		500				2		緩効性A カンコウセイ				234		575		587		500

		3		緩効性B カンコウセイ				30.8		44.3		67.1		212		519		591		84.8		18.0		474				3		緩効性B カンコウセイ				212		519		591		474

		1		対照		A		33.7		46.2		69.9		174		488		585		87.4		19.1		511				1		対照		A		174		488		585		511

						B		32.8		45.7		69.0		195		527		533		85.3		17.5		425								B		195		527		533		425

		2		緩効性A		A		32.1		44.2		64.5		219		535		577		80.0		18.0		514				2		緩効性A		A		219		535		577		514

						B		31.6		45.5		67.0		248		615		598		81.7		17.5		487								B		248		615		598		487

		3		緩効性B		A		30.6		44.6		67.3		187		488		572		84.6		17.7		456				3		緩効性B		A		187		488		572		456

						B		31.0		44.1		66.8		237		549		611		84.9		18.3		491								B		237		549		611		491

		　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ																										　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ

		No		区名 クメイ				草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ				No		区名 クメイ				茎数(本/㎡) ケイスウホン

								6/29		7/12		7/28		6/29		7/12		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン										6/29		7/12		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		対照 タイショウ				40.4		53.7		73.8		281		538		548		85.6		18.8		453				1		対照 タイショウ				281		538		548		453

		2		緩効性A カンコウセイ				38.3		49.2		67.8		255		480		486		81.2		18.7		439				2		緩効性A カンコウセイ				255		480		486		439

		3		緩効性B カンコウセイ				38.2		50.8		71.0		277		516		519		83.9		18.8		442				3		緩効性B カンコウセイ				277		516		519		442

		1		対照		A		40.7		53.3		73.0		302		559		569		83.2		18.7		458				1		対照		A		302		559		569		458

						B		40.2		54.1		74.6		260		518		528		87.9		18.9		449								B		260		518		528		449

		2		緩効性A		A		39.7		50.5		68.4		255		485		487		83.3		19.0		423				2		緩効性A		A		255		485		487		423

						B		37.0		47.9		67.3		255		474		485		79.1		18.5		454								B		255		474		485		454

		3		緩効性B		A		38.4		50.8		70.6		253		500		515		82.0		19.0		422				3		緩効性B		A		253		500		515		422

						B		38.0		50.9		71.4		301		533		523		85.8		18.7		462								B		301		533		523		462

		場内97データ追加 ジョウナイツイカ
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																																												修正前 シュウセイマエ																		修正後 シュウセイゴ

		H27

		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ						※2A,3A穂数見直し ホスウミナオ				速効性茎数見直し ソッコウセイケイスウミナオ						H27		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																H27		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		7/2		7/16		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				34.4		45.3		64.2		648		814		789		80.7		18.5		541.0				1		速効性（オール15号）				648		758		720		541.0						1		速効性（追肥） ツイヒ		B		633		748		725		520						1		速効性（オール15号）		B		633		748		725		520

		2		直播用200				33.9		45.7		65.6		642		829		789		78.5		17.0		573.0				2		直播用200				642		766		730		544.3						2		直播用200		B		644		780		756		552						2		直播用200		A		639		752		705		536

		3		タイプ14				34.2		45.2		69.4		470		756		750		80.3		17.9		521.3				3		タイプ14				470		756		750		506.6						3		タイプ14		A		567		761		748		525						3		タイプ14		A		567		761		748		525

		4		タイプ19				31.1		40.5		64.3		405		723		687		76.8		17.7		506.6				4		タイプ19				405		723		687		506.6																								4		タイプ19		A		441		752		716		497

		5		湛直用633				34.0		45.9		69.3		519		880		857		80.6		18.1		557.4				5		湛直用633				519		880		857		557.4

		1		速効性（オール15号）		A		34.6		45.8		64.8		662		848		782		81.3		18.2		562.3				1		速効性（オール15号）		A		662		768		715		562.3				H28		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																H28		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ						穂数見直し前 ホスウミナオマエ														穂数見直し後 ホスウミナオゴ

						B		34.2		44.8		63.5		633		779		795		80.0		18.7		519.7								B		633		748		725		519.7												茎数(本/㎡) ケイスウホン																茎数(本/㎡) ケイスウホン														茎数(本/㎡) ケイスウホン

		2		直播用200		A		34.3		46.4		66.6		639		877		821		80.7		17.7		593.4				2		直播用200		A		639		752		705		536.1						No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ		6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ				No		区名 クメイ		6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ

						B		33.6		45.0		64.5		644		780		756		76.2		16.3		552.5								B		644		780		756		552.5						1		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		A		434		557		526		421						1		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		436		594		550		424				1		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		436		594		550		424

		3		タイプ14		A		34.1		45.7		67.9		567		761		748		79.0		17.5		554.1				3		タイプ14		A		567		761		748		524.6						2		直播用200		A		424		635		604		515						2		対照 タイショウ		428		649		615		506				2		対照 タイショウ		428		649		615		479

						B		34.4		44.7		70.9		374		751		752		81.6		18.3		488.5								B		374		751		752		488.5						3		タイプ14		A		398		726		672		554						3		試作A シサク		415		686		628		513				3		試作A シサク		415		686		628		513

		4		タイプ19		A		32.8		43.0		66.4		441		752		716		78.1		18.2		496.7				4		タイプ19		A		441		752		716		496.7																								4		試作B シサク		405		634		616		513				4		試作B シサク		405		634		616		457

						B		29.5		37.9		62.2		369		693		657		75.5		17.2		516.4								B		369		693		657		516.4

		5		湛直用633		A		34.6		47.7		73.4		480		931		916		85.6		18.7		573.8				5		湛直用633		A		480		931		916		573.8				平均 ヘイキン		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																平均 ヘイキン		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ

						B		33.3		44.0		65.3		557		830		798		75.7		17.6		541.0								B		557		830		798		541.0										茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン

														播種時に深かった区で茎数の増加遅れ？（白化茎長と対応） ハシュジフカククキスウゾウカオクハクカケイチョウタイオウ																				播種時に深かった区で茎数の増加遅れ？（白化茎長と対応） ハシュジフカククキスウゾウカオクハクカケイチョウタイオウ												No		区名 クメイ		6/下・7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		成熟期 セイジュクキ								No		区名 クメイ		6/下・7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		成熟期 セイジュクキ

														※ただし4B区は不明 クフメイ																				※ただし4B区は不明 クフメイ												2		対照肥料 タイショウヒリョウ		534		708		680		534								2		対照 タイショウ		534		701		660		521

		　表　　生育の推移（No44） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No44） ヒョウセイイクスイイ																		3		鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		482		743		710		540								3		試作A シサク		491		724		688		519

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン												1		速効性
（無追肥） ムツイヒ		434		557		526		421								4		試作B シサク		423		693		666		505

		No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		7/2		7/16		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ						1		速効性（追肥） ツイヒ		633		748		725		520								1		速効性
（無追肥） ムツイヒ		436		594		550		424

		1		速効性（オール15号）				30.4		40.4		56.3		472		674		673		73.0		17.8		444				1		速効性（オール15号）				472		674		673		444																								1		速効性（追肥） ツイヒ		633		748		725		520

		2		直播用200				31.3		42.5		62.7		468		755		773		77.4		16.8		474				2		直播用200				468		755		773		474						H27～28																H27～28																H28

		3		タイプ14				31.3		41.6		63.3		433		693		714		75.9		17.1		443				3		タイプ14				433		693		714		443

		4		タイプ19				30.8		41.4		63.0		423		730		749		77.5		16.9		493				4		タイプ19				423		730		749		493

		5		湛直用633				31.3		40.4		60.7		401		661		671		74.2		16.9		414				5		湛直用633				401		661		671		414

		1		速効性（オール15号）		A		30.6		39.4		52.5		482		615		615		71.0		17.6		437				1		速効性（オール15号）		A		482		615		615		437

						B		30.1		41.4		60.1		462		733		730		74.9		18.0		452								B		462		733		730		452

		2		直播用200		A		32.9		44.7		64.6		512		822		827		81.5		16.9		535				2		直播用200		A		512		822		827		535

						B		29.8		40.3		60.9		423		688		720		73.2		16.8		413								B		423		688		720		413

		3		タイプ14		A		32.3		43.7		67.3		458		765		790		80.8		17.5		530				3		タイプ14		A		458		765		790		530

						B		30.2		39.5		59.2		408		622		638		71.0		16.8		355								B		408		622		638		355

		4		タイプ19		A		31.5		41.5		63.1		352		648		682		77.3		16.9		487				4		タイプ19		A		352		648		682		487

						B		30.2		41.2		63.0		495		812		817		77.7		16.9		500								B		495		812		817		500

		5		湛直用633		A		32.3		40.9		64.1		407		703		715		78.4		17.3		467				5		湛直用633		A		407		703		715		467

						B		30.3		40.0		57.3		395		618		627		70.0		16.4		362								B		395		618		627		362

		　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ																										　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ						←見直し必要 ミナオヒツヨウ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				7/1		7/14		7/27		7/1		7/14		7/27		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				7/1		7/14		7/27		成熟期 セイジュクキ																																						H28（見直し） ミナオ

		1		直播用200				43.2		51.9		70.6		410		666		651		90.2		18.5		451				1		直播用200				410		666		651		451																						H28に比べH27の苗立ち本数が多い（苗立ち率も高い） クラナエダホンスウオオナエダリツタカ

		2		タイプ14				42.8		50.7		71.4		445		669		693		87.6		18.9		488				2		タイプ14				445		669		693		488																						→そのためH27は初期から茎数が多い（穂数は同等） ショキクキスウオオホスウドウトウ

		3		タイプ19				43.6		54.1		73.3		439		775		797		93.5		19.0		548				3		タイプ19				439		775		797		548

		1		直播用200		A		42.5		50.6		69.6		405		720		708		90.2		18.5		478				1		直播用200		A		405		720		708		478																						⇒2ヵ年平均ではなく、H28単年度での比較が良い？ ネンヘイキンタンネンドヒカクヨ

						B		43.8		53.1		71.5		415		612		593		90.1		18.5		423								B		415		612		593		423																						（無追肥の大きな差は年次による苗立ち本数の差もあり） ムツイヒオオサネンジナエダホンスウサ

		2		タイプ14		A		42.2		49.4		67.6		468		563		567		81.4		18.6		417				2		タイプ14		A		468		563		567		417

						B		43.3		52.0		75.2		422		775		818		93.8		19.2		560								B		422		775		818		560																						※次年度に向けて ジネンドム

		3		タイプ19		A		45.1		55.8		74.1		553		793		795		92.4		18.9		563				3		タイプ19		A		553		793		795		563																						・適正施肥量の検討 テキセイセヒリョウケントウ

						B		42.1		52.3		72.5		325		757		798		94.6		19.1		533								B		325		757		798		533																						・生育パターンの確定（7/中にかけての茎数及び窒素吸収量up） セイイクカクテイチュウケイスウオヨチッソキュウシュウリョウ

																																																														・収量と玄米品質、耐倒伏性の確保 シュウリョウゲンマイヒンシツタイトウフクセイカクホ

		H28																										H28										←吸収量の説明と適合しない キュウシュウリョウセツメイテキゴウ

		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ						※2B,4B穂数見直し ホスウミナオ				⇛見直し前のデータ再構築して利用（左の表） ミナオマエサイコウチクリヨウヒダリヒョウ								　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン						穂数 ホスウ

		No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		6/30		7/13		7/26		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		(本/㎡) ホン

		1		速効性（オール15号）				38.3		47.4		58.0		436		594		550		72.0		16.4		424.1				1		速効性（オール15号）				436		594		550		424.1						1		速効性（オール15号）				436		594		550		424.1

		2		直播用200				37.6		47.8		59.8		428		649		615		75.5		16.9		505.8				2		直播用200				428		649		615		478.5						2		直播用200				428		649		615		505.8

		3		タイプ14				37.9		48.6		61.2		415		686		628		77.0		17.0		513.2				3		タイプ14				415		686		628		513.2						3		タイプ14				415		686		628		513.2

		4		タイプ19				37.6		47.6		60.5		405		634		616		77.4		17.4		513.2				4		タイプ19				405		634		616		457.1						4		タイプ19				405		634		616		513.2

		5		湛直用633				37.8		47.6		61.4		383		618		593		78.1		17.2		510.7				5		湛直用633				383		618		593		510.7						5		湛直用633				383		618		593		510.7

		1		速効性（オール15号）		A		38.2		46.3		57.3		434		557		526		71.0		16.4		420.8				1		速効性（オール15号）		A		434		557		526		420.8						1		速効性（オール15号）		A		434		557		526		420.8

						B		38.4		48.5		58.8		437		632		573		72.9		16.4		427.4								B		437		632		573		427.4										B		437		632		573		427.4

		2		直播用200		A		37.9		48.5		60.3		424		635		604		75.8		17.1		514.9				2		直播用200		A		424		635		604		514.9						2		直播用200		A		424		635		604		514.9

						B		37.2		47.2		59.3		432		663		625		75.2		16.7		496.7								B		432		663		625		442.2										B		432		663		625		496.7

		3		タイプ14		A		37.1		48.2		61.3		398		726		672		78.0		17.0		554.5				3		タイプ14		A		398		726		672		554.5						3		タイプ14		A		398		726		672		554.5

						B		38.7		49.1		61.2		432		647		584		76.1		17.0		471.9								B		432		647		584		471.9										B		432		647		584		471.9

		4		タイプ19		A		37.7		47.0		58.8		371		571		564		73.3		16.9		443.9				4		タイプ19		A		371		571		564		443.9						4		タイプ19		A		371		571		564		443.9

						B		37.4		48.3		62.2		439		698		668		81.5		17.9		582.5								B		439		698		668		470.3										B		439		698		668		582.5

		5		湛直用633		A		39.2		49.0		63.1		343		611		587		79.8		17.4		519.8				5		湛直用633		A		343		611		587		519.8						5		湛直用633		A		343		611		587		519.8

						B		36.5		46.2		59.6		422		625		599		76.4		17.0		501.7								B		422		625		599		501.7										B		422		625		599		501.7

		　表　　生育の推移（No43） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No43） ヒョウセイイクスイイ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		6/30		7/13		7/26		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				39.2		57.4		69.3		414		577		526		71.9		17.1		467				1		速効性（オール15号）				414		577		526		467

		2		直播用200				40.1		58.8		72.1		414		619		569		75.0		17.4		480				2		直播用200				414		619		569		480

		3		タイプ14				38.8		56.5		71.5		368		574		569		73.5		18.0		474				3		タイプ14				368		574		569		474

		4		タイプ19				38.3		56.9		72.5		367		599		606		75.8		17.6		508				4		タイプ19				367		599		606		508

		1		速効性（オール15号）		A		40.0		59.0		70.2		382		573		525		74.5		17.5		482				1		速効性（オール15号）		A		382		573		525		482

						B		38.4		55.7		68.3		445		581		527		69.2		16.8		451								B		445		581		527		451

		2		直播用200		A		40.1		59.2		72.5		392		627		579		75.6		17.5		489				2		直播用200		A		392		627		579		489

						B		40.0		58.5		71.8		437		611		558		74.4		17.3		471								B		437		611		558		471

		3		タイプ14		A		38.2		55.7		70.9		346		561		548		73.5		17.9		461				3		タイプ14		A		346		561		548		461

						B		39.3		57.4		72.0		389		588		589		73.6		18.1		487								B		389		588		589		487

		4		タイプ19		A		37.7		56.8		74.6		353		611		633		77.6		18.1		530				4		タイプ19		A		353		611		633		530

						B		39.0		57.0		70.3		381		588		579		74.1		17.0		486								B		381		588		579		486

		　表　　生育の推移（小友） ヒョウセイイクスイイオトモ																										　表　　生育の推移（小友） ヒョウセイイクスイイオトモ						←6/29,7/12見直し？ ミナオ

		No		区名 クメイ				草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ				No		区名 クメイ				茎数(本/㎡) ケイスウホン

								6/29		7/12		7/28		6/29		7/12		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン										6/29		7/12		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		対照 タイショウ				33.2		45.9		69.5		184		508		559		86.3		18.3		468				1		対照 タイショウ				184		508		559		468

		2		緩効性A カンコウセイ				31.9		44.8		65.8		234		575		587		80.9		17.8		500				2		緩効性A カンコウセイ				234		575		587		500

		3		緩効性B カンコウセイ				30.8		44.3		67.1		212		519		591		84.8		18.0		474				3		緩効性B カンコウセイ				212		519		591		474

		1		対照		A		33.7		46.2		69.9		174		488		585		87.4		19.1		511				1		対照		A		174		488		585		511

						B		32.8		45.7		69.0		195		527		533		85.3		17.5		425								B		195		527		533		425

		2		緩効性A		A		32.1		44.2		64.5		219		535		577		80.0		18.0		514				2		緩効性A		A		219		535		577		514

						B		31.6		45.5		67.0		248		615		598		81.7		17.5		487								B		248		615		598		487

		3		緩効性B		A		30.6		44.6		67.3		187		488		572		84.6		17.7		456				3		緩効性B		A		187		488		572		456

						B		31.0		44.1		66.8		237		549		611		84.9		18.3		491								B		237		549		611		491

		　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ																										　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ						←見直し必要 ミナオヒツヨウ

		No		区名 クメイ				草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ				No		区名 クメイ				茎数(本/㎡) ケイスウホン

								6/29		7/12		7/28		6/29		7/12		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン										6/29		7/12		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		対照 タイショウ				40.4		53.7		73.8		281		538		548		85.6		18.8		453				1		対照 タイショウ				281		538		548		453

		2		緩効性A カンコウセイ				38.3		49.2		67.8		255		480		486		81.2		18.7		439				2		緩効性A カンコウセイ				255		480		486		439

		3		緩効性B カンコウセイ				38.2		50.8		71.0		277		516		519		83.9		18.8		442				3		緩効性B カンコウセイ				277		516		519		442

		1		対照		A		40.7		53.3		73.0		302		559		569		83.2		18.7		458				1		対照		A		302		559		569		458

						B		40.2		54.1		74.6		260		518		528		87.9		18.9		449								B		260		518		528		449

		2		緩効性A		A		39.7		50.5		68.4		255		485		487		83.3		19.0		423				2		緩効性A		A		255		485		487		423

						B		37.0		47.9		67.3		255		474		485		79.1		18.5		454								B		255		474		485		454

		3		緩効性B		A		38.4		50.8		70.6		253		500		515		82.0		19.0		422				3		緩効性B		A		253		500		515		422

						B		38.0		50.9		71.4		301		533		523		85.8		18.7		462								B		301		533		523		462

		場内97データ追加 ジョウナイツイカ





		



対照肥料

鉄直播肥料

速効性
（無追肥）

茎数および穂数（本/㎡）



		



対照

試作A

試作B

速効性
（無追肥）

茎数および穂数（本/㎡）



		



対照

試作A

試作B

速効性（無追肥）

茎数および穂数（本/㎡）



		



対照

試作A

試作B

速効性（無追肥）

茎数および穂数（本/㎡）



		42916		42916		42916		42916

		42927		42927		42927		42927

		42942		42942		42942		42942

		穂揃期		穂揃期		穂揃期		穂揃期

		成熟期		成熟期		成熟期		成熟期



対照

試作A

試作B

速効性（無追肥）

窒素吸収量（kg/10a）

1.4723128972

1.1975874443

1.1645553202

1.4118098491

2.6724026114

2.5726577025

2.6876972632

2.0448715177

4.6968092006

5.1855084526

4.3203878248

3.6414241861

5.6903877872

6.4550093935

6.666414819

4.1376005454

8.2937182833

8.3349210439

8.6744488626

6.8663130837



		



対照

試作A

試作B

茎数および穂数（本/㎡）



		・結果加工2のシートから対照区に対しての各区での収量を比較 ケッカカコウタイショウクタイカククシュウリョウヒカク

		・結果一覧シートの減収要因より異常値を除外 ケッカイチランゲンシュウヨウインイジョウチジョガイ

		・銀河のしずく除外 ギンガジョガイ

		通しNo トオ		年次 ネンジ		場所 バショ						精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播 テツチョクハ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1：1

		2		H27		No38				直播200 チョクハ		562		565				667		562		562

		7		H27		No38				直播200 チョクハ		583		521				576		583		583

		12		H27		No44				直播200 チョクハ		402		472				286		402		402

		17		H27		No44				直播200 チョクハ		337		417				342		337		337

		24		H27		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		678		723						678		696

		28		H28		No38				直播200 チョクハ		539		621		466				539		678

		33		H28		No38				直播200 チョクハ		505		591		515				505		539

		45		H28		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		710		636						710		505

		51		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		537		544						537		710

		54		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		564		577						564		700

		37		H28		No97-3				直200N6		572		678						572		537

		41		H28		No97-3				直200N6		611		624						611		564

		38		H28		No97-3				直200N8		588		639						588

		42		H28		No97-3				直200N8		602		577						602

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		689				477				689		572

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		578				486				578		611

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		573				510				573		588

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		623				502				623		602

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		648				536		605		648

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		639				569		584		639

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		612				534		659		612

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		556				483		581		556

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		625				632		680		625

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		679				571		631		679

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		685				616		637		685

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		641				614		639		641

												556		585		537		574

												100		105		92		107

		通しNo トオ		年次 ネンジ		場所 バショ						精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播 テツチョクハ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ				精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播 テツチョクハ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ

		2		H27		No38				直播200 チョクハ		562		565				667				100		101				119

		7		H27		No38				直播200 チョクハ		583		521				576				100		89				99

		12		H27		No44				直播200 チョクハ		402		472				286				100		117				71

		17		H27		No44				直播200 チョクハ		337		417				342				100		124				101

		24		H27		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		678		723								100		107

		28		H28		No38				直播200 チョクハ		539		621		466						100		115		86

		33		H28		No38				直播200 チョクハ		505		591		515						100		117		102

		45		H28		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		710		636								100		90

		51		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		537		544								100		101

		54		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		564		577								100		102

		37		H28		No97-3				直200N6		572		678								100		119

		41		H28		No97-3				直200N6		611		624								100		102

		38		H28		No97-3				直200N8		588		639								100		109

		42		H28		No97-3				直200N8		602		577								100		96

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		689				477						100				69

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		578				486						100				84

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		573				510						100				89

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		623				502						100				80

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		648				536		605				100				83		93

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		639				569		584				100				89		91

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		612				534		659				100				87		108

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		556				483		581				100				87		104

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		625				632		680				100				101		109

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		679				571		631				100				84		93

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		685				616		637				100				90		93

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		641				614		639				100				96		100

																						100		106		88		98





								0



鉄直播

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

収量：対照（kg/10a）

収量（kg/10a）



		・結果加工2のシートから対照区に対しての各区での収量を比較 ケッカカコウタイショウクタイカククシュウリョウヒカク

		・結果一覧シートの減収要因より異常値を除外 ケッカイチランゲンシュウヨウインイジョウチジョガイ

		・銀河のしずく除外 ギンガジョガイ

		通しNo トオ		年次 ネンジ		場所 バショ						精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播 テツチョクハ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1：1

		2		H27		No38				直播200 チョクハ		562		565				667		562		562

		7		H27		No38				直播200 チョクハ		583		521				576		583		583

		12		H27		No44				直播200 チョクハ		402		472				286		402		402

		17		H27		No44				直播200 チョクハ		337		417				342		337		337

		24		H27		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		678		723						678		696

		28		H28		No38				直播200 チョクハ		539		621		466				539		678

		33		H28		No38				直播200 チョクハ		505		591		515				505		539

		45		H28		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		710		636						710		505

		51		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		537		544						537		710

		54		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		564		577						564		700

		37		H28		No97-3				直200N6		572		678						572		537

		41		H28		No97-3				直200N6		611		624						611		564

		38		H28		No97-3				直200N8		588		639						588

		42		H28		No97-3				直200N8		602		577						602

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		689				477				689		572

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		578				486				578		611

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		573				510				573		588

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		623				502				623		602

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		648				536		605		648

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		639				569		584		639

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		612				534		659		612

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		556				483		581		556

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		625				632		680		625

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		679				571		631		679

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		685				616		637		685

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		641				614		639		641

												556		585

												100		105





								0



鉄直播

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

収量：対照（kg/10a）

収量（kg/10a）



		・結果加工2のシートから対照区に対しての各区での収量を比較 ケッカカコウタイショウクタイカククシュウリョウヒカク

		・結果一覧シートの減収要因より異常値を除外 ケッカイチランゲンシュウヨウインイジョウチジョガイ

		・銀河のしずく除外 ギンガジョガイ

		通しNo トオ		年次 ネンジ		場所 バショ						精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1：1

		2		H27		No38				直播200 チョクハ		562		565				667		562		562

		7		H27		No38				直播200 チョクハ		583		521				576		583		583

		12		H27		No44				直播200 チョクハ		402		472				286		402		402

		17		H27		No44				直播200 チョクハ		337		417				342		337		337

		24		H27		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		678		723						678		696

		28		H28		No38				直播200 チョクハ		539		621		466				539		678

		33		H28		No38				直播200 チョクハ		505		591		515				505		539

		45		H28		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		710		636						710		505

		51		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		537		544						537		710

		54		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		564		577						564		700

		37		H28		No97-3				直200N6		572		678						572		537

		41		H28		No97-3				直200N6		611		624						611		564

		38		H28		No97-3				直200N8		588		639						588

		42		H28		No97-3				直200N8		602		577						602

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		689				477				689		572

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		578				486				578		611

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		573				510				573		588

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		623				502				623		602

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		648				536		605		648

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		639				569		584		639

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		612				534		659		612

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		556				483		581		556

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		625				632		680		625

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		679				571		631		679

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		685				616		637		685

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		641				614		639		641

												556		585		537		574

												100		105		92		107

																						収量指数 シュウリョウシスウ

		通しNo トオ		年次 ネンジ		場所 バショ						精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播 テツチョクハ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ				精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播 テツチョクハ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ

		2		H27		No38				直播200 チョクハ		562		565				667				100		101				119

		7		H27		No38				直播200 チョクハ		583		521				576				100		89				99

		12		H27		No44				直播200 チョクハ		402		472				286				100		117				71

		17		H27		No44				直播200 チョクハ		337		417				342				100		124				101

		24		H27		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		678		723								100		107

		28		H28		No38				直播200 チョクハ		539		621		466						100		115		86

		33		H28		No38				直播200 チョクハ		505		591		515						100		117		102

		45		H28		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		710		636								100		90

		51		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		537		544								100		101

		54		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		564		577								100		102

		37		H28		No97-3				直200N6		572		678								100		119

		41		H28		No97-3				直200N6		611		624								100		102

		38		H28		No97-3				直200N8		588		639								100		109

		42		H28		No97-3				直200N8		602		577								100		96

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		689				477						100				69

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		578				486						100				84

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		573				510						100				89

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		623				502						100				80

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		648				536		605				100				83		93

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		639				569		584				100				89		91

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		612				534		659				100				87		108

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		556				483		581				100				87		104

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		625				632		680				100				101		109

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		679				571		631				100				84		93

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		685				616		637				100				90		93

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		641				614		639				100				96		100

																						100		106		88		98





								0



鉄直播肥料

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

収量：対照（kg/10a）

収量（kg/10a）



								0



鉄直播肥料

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

収量：対照（kg/10a）

収量（kg/10a）



								0



鉄直播肥料

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

収量：対照（kg/10a）

収量（kg/10a）



		・どんぴしゃり除外 ジョガイ

		・銀河のしずく除外 ギンガジョガイ

																		タンパク		鉄直播 テツチョクハ		試作B シサク		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		湛直633 ジンチョク		1：1

				H27		No38		2		A		N6				直播200 チョクハ		5.3		5.2		5.4				5.7		5.4		5.3

				H27		No38		2		B		N6				直播200 チョクハ		5.2		5.2		5.2				5.3		5.2		5.2

				H27		No44		2		A		N6				直播200 チョクハ		4.6		4.7		4.7				4.3		4.8		4.6

				H27		No44		2		B		N6				直播200 チョクハ		4.7		4.8		4.6				4.6		4.4		4.7

				H28		No38		2		A		N6				直播200 チョクハ		5.9		5.8		5.5		5.6				5.9		5.9

				H28		No38		2		B		N6				直播200 チョクハ		5.6		5.8		5.5		5.8				5.6		5.6

				H28		No97-3		1		A		N6				直200N6		5.9		6.1				6.0						5.9

				H28		No97-3		2		A		N8				直200N8		6.4		6.4						6.1				6.4

				H28		No97-3		1		B		N6				直200N6		6.1		6.0				5.4						6.1

				H28		No97-3		2		B		N8				直200N8		6.1		5.7						6.3				6.1





		



鉄直播

速効性（追肥）

1：1

速効性（無追肥）

玄米タンパク質含有率：対照（%）

玄米タンパク質含有率（%）



		

				H27 2A及び3A構成要素見直し オヨコウセイヨウソミナオ

				H28 2B構成要素見直し コウセイヨウソミナオ																																				H27,H28A列平均（H27構成要素見直し） レツヘイキンコウセイヨウソミナオ

		No.38		調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ		倒伏 トウフク				穂数 ホスウ		見直し後 ミナオゴ

		H27		直播用200		A		1430		661		706		562				35.7		48.2		25.9		93.0		24.7		3.0		0.5				593		536				品種 ヒンシュ		肥料 ヒリョウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		穂数
（本/㎡） ホスウホン		一穂籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		千粒重
(g/千粒) センリュウジュウセンリュウ		登熟歩合
(%) トウジュクブアイ		倒伏
(1～5) トウフク		等級
（1～10） トウキュウ

		H27		直播用200		B		1476		668		729		583				35.5		46.1		25.5		94.1		24.4		3.0		2.0				552						ひとめぼれ		対照 タイショウ		551		(100)		525		48.8		25.6		24.3		90.8		0.8		2.5

		H28		直播用200		A		1396		662		679		539				29.6		49.3		25.4		88.7		23.9		2.0		1.0				515								鉄直播 テツチョクハ		593		108		540		52.7		28.4		24.1		89.7		0.5		2.0

		H28		直播用200		B		1269		604		621		505				22.3		52.7		23.3		91.6		23.9		3.0		2.0				497		442

		H27		タイプ14		A		1427		650		710		565				38.3		53.1		27.9		88.8		24.5		2.0		0.5				554		525

		H27		タイプ14		B		1335		615		670		521				44.8		50.0		24.4		91.0		24.0		2上		2.0				489										収量 シュウリョウ		屑米 クズマイ		穂数 ホスウ		一穂籾 ヒトホモミ		㎡籾 モミ		千粒重 センリュウジュウ		登熟 トウジュク		タンパク		倒伏 トウフク		等級 トウキュウ

		H28		タイプ14		A		1576		722		788		621				35.8		52.3		29.0		90.6		23.8		2.0		0.5				554								H27tyoku200		562		35.7		536		48.2		25.9		24.7		93.0		5.2950079808		0.5		3.0

		H28		タイプ14		B		1399		614		0		591				21.8		54.9		25.9		94.3		24.1		3.0		3.0				472								H28tyoku200		539		29.6		515		49.3		25.4		23.9		88.7		5.9		1.0		2.0

																																演算収量 エンザンシュウリョウ		穂数 ホスウ								tyoku200AVE		551		32.6		525		48.8		25.6		24.3		90.8		5.6		0.8		2.5

		平均 ヘイキン		直播用200 チョクハヨウ				1393		649		684		547				30.8		49.1		25.0		91.8		24.2		2.8		1.4		556		525

				タイプ14				1434		650		542		575				35.2		52.6		26.8		91.2		24.1		2.3		1.5		588		510		穂数不適 ホスウフテキ						H27tetu		565		38.3		525		53.1		27.9		24.5		88.8		5.2		0.5		2.0

																																										H28tetu		621		35.8		554		52.3		29.0		23.8		90.6		5.803371815		0.5		2.0

																																										tetuAVE		593		37.1		540		52.7		28.4		24.1		89.7		5.5		0.5		2.0

		直200A列 チョクレツ		直播用200 チョクハヨウ		AA		1413		662		693		551		100		32.6		48.8		25.6		90.8		24.3		2.5		0.8		565		525

		タイプ14A列 レツ		タイプ14		AA		1501		686		749		593		108		37.1		52.7		28.4		89.7		24.1		2.0		0.5		615		540

																																										tyoku200AVE		551		32.6		525		48.8		25.6		24.3		90.8		5.6		0.8		2.5

																																										tetuAVE		593		37.1		540		52.7		28.4		24.1		89.7		5.5		0.5		2.0

		H27

				　表　収量及び収量構成要素等（大祝） ヒョウシュウリョウオヨシュウリョウコウセイヨウソトウオオイワイ

						調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ

				1		直播用200 チョクハヨウ				1701		756		826		687		100		20.5		61.6		28.2		96.0		25.7

				2		タイプ14				1630		761		788		647		94		24.4		60.1		30.3		88.3		25.5

				3		タイプ19				1807		781		901		747		109		24.5		69.7		38.9		86.1		25.5

				1		直播用200 チョクハヨウ		A		1772		857		842		696		100		22.3		59.6		29.0		95.6		25.7		1上

						直播用200 チョクハヨウ		B		1631		655		809		678		100		18.7		63.7		27.5		96.4		25.8		1上

				2		タイプ14		A		1452		695		698		571		82		20.5		54.9		23.3		98.5		26.0		1上

						タイプ14		B		1808		827		879		723		107		28.4		65.3		37.3		78.1		25.0		1中

				3		タイプ19		A		1935		817		959		797		115		23.8		71.4		41.0		88.9		25.8		1中

						タイプ19		B		1678		745		843		696		103		25.1		67.9		36.9		83.3		25.3		1中

				　表　収量及び収量構成要素等（No38） ヒョウシュウリョウオヨシュウリョウコウセイヨウソトウ

						調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ		玄米
タンパク ゲンマイ		倒伏 トウフク

				1		速効性（オール15号）				1482		598		770		622		109		33.5		48.7		26.4		92.6		25.4		4.0		5.5		0.5

				2		直播用200				1453		664		718		573		100		35.6		47.2		27.0		93.6		24.6		3.0		5.2		1.3

				3		タイプ14				1381		632		690		543		95		41.6		51.5		26.9		89.9		24.2		2.5		5.2		1.3

				4		タイプ19				1451		641		737		577		101		46.2		53.1		26.9		90.7		24.1		3.0		5.3		0.8

				5		湛直用633				1482		680		735		581		101		39.5		53.5		29.9		91.8		24.5		2.5		5.3		1.8

				1		速効性（オール15号）		A		1614		629		829		667		119		38.0		50.0		28.1		94.2		25.3		2中		5.7		0.5

						速効性（オール15号）		B		1350		567		712		576		99		29.1		47.5		24.7		90.9		25.4		1下		5.3		0.5

				2		直播用200		A		1430		661		706		562		100		35.7		48.2		25.9		93.0		24.7		1下		5.3		0.5

						直播用200		B		1476		668		729		583		100		35.5		46.1		25.5		94.1		24.4		1下		5.2		2.0

				3		タイプ14		A		1427		650		710		565		100		38.3		53.1		27.9		88.8		24.5		1中		5.2		0.5

						タイプ14		B		1335		615		670		521		89		44.8		50.0		24.4		91.0		24.0		2上		5.2		2.0

				4		タイプ19		A		1506		675		755		594		106		46.5		53.8		26.7		90.4		24.3		1下		5.4		1.0

						タイプ19		B		1397		607		720		560		96		45.8		52.4		27.1		90.9		24.0		1中		5.2		0.5

				5		湛直用633		A		1679		780		832		660		117		43.6		57.8		33.1		91.9		24.7		1下		5.4		3.0

						湛直用633		B		1284		579		637		501		86		35.4		49.2		26.6		91.7		24.2		1中		5.2		0.5

		H28

				　表　収量及び収量構成要素等（No38） ヒョウシュウリョウオヨシュウリョウコウセイヨウソトウ

						調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ		玄米
タンパク ゲンマイ

				1		速効性（オール15号）				1278		622		610		491		94		21.4		49.4		21.0		93.8		25.0		2.0		5.7		1.8

				2		直播用200				1332		633		650		522		100		26.0		51.0		25.8		90.1		23.9		2.5		5.7		1.5

				3		タイプ14				1487		668		394		606		116		28.8		53.6		27.4		92.4		23.9		2.5		5.8		1.8

				4		タイプ19				1270		497		654		525		101		25.4		54.9		28.3		81.9		24.6		3.0		5.5		2.3

				5		湛直用633				1489		690		733		580		111		33.7		55.2		28.2		83.0		24.8		2.5		5.7		2.3

				1		速効性（オール15号）		A		1226		606		575		466				17.0		46.7		19.6		93.3		25.1		2.0		5.6		2.5

						速効性（オール15号）		B		1329		638		645		515				25.9		52.1		22.3		94.4		24.9		2.0		5.8		1.0

				2		直播用200		A		1396		662		679		539				29.6		49.3		25.4		88.7		23.9		2.0		5.9		1.0

						直播用200		B		1269		604		621		505				22.3		52.7		23.3		91.6		23.9		3.0		5.6		2.0

				3		タイプ14		A		1576		722		788		621				35.8		52.3		29.0		90.6		23.8		2.0		5.8		0.5

						タイプ14		B		1399		614		0		591				21.8		54.9		25.9		94.3		24.1		3.0		5.8		3.0

				4		タイプ19		A		1299		453		657		521				31.5		52.8		23.4		91.6		24.0		3.0		5.5		2.5

						タイプ19		B		1241		540		651		529				19.3		55.0		25.9		82.6		25.3		3.0		5.5		2.0

				5		湛直用633		A		1373		637		684		548				24.3		56.6		29.4		73.7		25.0		2.0		5.9		3.5

						湛直用633		B		1605		742		782		612				43.0		53.7		27.0		92.3		24.5		3.0		5.6		1.0

				38　A系列のみ（H27速効性のみB） ケイレツソッコウセイ

						調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ		玄米
タンパク ゲンマイ

				1		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ				1350		567		712		576				29.1		47.5		24.7		90.9		25.4		3.0		5.3

				1		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ				1226		606		575		466				17.0		46.7		19.6		93.3		25.1		2.0		5.6

				2		直播用200 チョクハヨウ				1413		662		693		551				32.6		48.8		25.6		90.8		24.3		2.0		5.6

				3		タイプ14				1501		686		749		593				37.1		52.7		28.4		89.7		24.1		2.0		5.5

				4		タイプ19				1402		564		706		557				39.0		53.3		25.1		91.0		24.1		3.0		5.4

				5		湛直用633 ジンチョクヨウ				1526		708		758		604				33.9		57.2		31.3		82.8		24.9		2.0		5.7





		

						対照 タイショウ		鉄直播 テツチョクハ

				精玄米重（kg/10a） セイゲンマイジュウ		551		593

				同上比 ドウジョウヒ		（100）		108

				穂数（本/㎡） ホスウホン		525		540

				一穂籾数（粒） ヒトホモミスウリュウ		48.8		52.7

				㎡籾数（×千粒） モミスウセンリュウ		25.6		28.4

				千粒重（g） センリュウジュウ		24.3		24.1

				登熟歩合（%） トウジュクブアイ		90.8		89.7

				等級（1-10） トウキュウ		2.5		2.0

				倒伏（0-5） トウフク		0.8		0.5

				品種：ひとめぼれ ヒンシュ

				表２　収量構成要素および品質 ヒョウシュウリョウコウセイヨウソヒンシツ

						対照 タイショウ		鉄直播 テツチョクハ

				精玄米重(kg/10a) セイゲンマイジュウ		551		593

				同上比 ドウジョウヒ		100		108

				穂数(本/㎡) ホスウホン		525		540

				一穂籾数(粒) ヒトホモミスウリュウ		48.8		52.7

				㎡籾数(×千粒) モミスウセンリュウ		25.6		28.4

				千粒重(g) センリュウジュウ		24.3		24.1

				登熟歩合(%) トウジュクブアイ		90.8		89.7

				等級（1-10) トウキュウ		2.5		2.0

				倒伏(0-5) トウフク		0.8		0.5

				品種：ひとめぼれ ヒンシュ

				注1)農業研究センター圃場における2015～016年の調査結果 チュウノウギョウケンキュウホジョウネンチョウサケッカ

				注2)窒素成分施肥量：6kg/10a(全面全層施肥) チュウチッソセイブンセヒリョウゼンメンゼンソウセヒ

				注3)等級は1上～等外を10段階(1上：1～等外10)で評価 チュウトウキュウジョウトウガイダンカイジョウトウガイヒョウカ

				品種 ヒンシュ		肥料 ヒリョウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		穂数
（㎡/本） ホスウホン		一穂籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		千粒重
(g/千粒) センリュウジュウセンリュウ		登熟歩合
(%) トウジュクブアイ		倒伏
(1～5) トウフク		等級
（1～10） トウキュウ

				ひとめぼれ		対照 タイショウ		551		(100)		525		48.8		25.6		24.3		90.8		0.8		2.5

						鉄直播 テツチョクハ		593		108		540		52.7		28.4		24.1		89.7		0.5		2.0





		

		H27

		　表　収量及び収量構成要素等（No38） ヒョウシュウリョウオヨシュウリョウコウセイヨウソトウ

				調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		穂数
（本/㎡） ホスウホン		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ		玄米
タンパク ゲンマイ		倒伏 トウフク

		1		速効性（オール15号）				1482		598		770		622		109		33.5		541		48.7		26.4		92.6		25.4		4.0		5.5		0.5						対照 タイショウ		試作A シサク		試作B シサク				肥料 ヒリョウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
（kg/10a） クズマイジュウ		穂数
（㎡/本） ホスウホン		一穂籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		千粒重
(g/千粒) センリュウジュウセンリュウ		登熟歩合
(%) トウジュクブアイ		玄米ﾀﾝﾊﾟｸ質含有率（%） ゲンマイシツガンユウリツ		倒伏
(1～5) トウフク		等級
（1～10） トウキュウ

		2		直播用200				1453		664		718		573		100		35.6		544		47.2		25.7		93.6		24.6		3.0		5.2		1.3				精玄米重（kg/10a） セイゲンマイジュウ		551		593		557				対照 タイショウ		551		(100)		32.6		525		48.8		25.6		24.3		90.8		5.6		0.8		2.5

		3		タイプ14				1381		632		690		543		95		41.6		507		51.5		26.1		89.9		24.2		2.5		5.2		1.3				同上比 ドウジョウヒ		100		108		101				試作A シサク		593		108		37.1		540		52.7		28.4		24.1		89.7		5.5		0.5		2.0

		4		タイプ19				1451		641		737		577		101		46.2		507		53.1		26.9		90.7		24.1		3.0		5.3		1.5				屑米重（kg/10a） クズマイジュウ		32.6		37.1		39.0				試作B シサク		557		101		39.0		470		53.3		25.1		24.1		91.0		5.4		1.8		3.0

		5		湛直用633				1482		680		735		581		101		39.5		557		53.5		29.9		91.8		24.5		2.5		5.3		1.8				穂数（本/㎡） ホスウホン		525		540		470

		1		速効性（オール15号）		A		1614		629		829		667		119		38.0		562		50.0		28.1		94.2		25.3		5.0		5.7		0.5				一穂籾数（粒） ヒトホモミスウリュウ		48.8		52.7		53.3

				速効性（オール15号）		B		1350		567		712		576		99		29.1		520		47.5		24.7		90.9		25.4		3.0		5.3		0.5				㎡籾数（×千粒） モミスウセンリュウ		25.6		28.4		25.1

		2		直播用200		A		1430		661		706		562		100		35.7		536		48.2		25.9		93.0		24.7		3.0		5.3		0.5				千粒重（g） センリュウジュウ		24.3		24.1		24.1

				直播用200		B		1476		668		729		583		100		35.5		552		46.1		25.5		94.1		24.4		3.0		5.2		2.0				登熟歩合（%） トウジュクブアイ		90.8		89.7		91.0

		3		タイプ14		A		1427		650		710		565		100		38.3		525		53.1		27.9		88.8		24.5		2.0		5.2		0.5				等級（1-10） トウキュウ		2.5		2.0		3.0

				タイプ14		B		1335		615		670		521		89		44.8		489		50.0		24.4		91.0		24.0		4.0		5.2		2.0				倒伏（0-5） トウフク		0.8		0.5		1.8

		4		タイプ19		A		1506		675		755		594		106		46.5		497		53.8		26.7		90.4		24.3		3.0		5.4		1.0				品種：ひとめぼれ ヒンシュ

				タイプ19		B		1397		607		720		560		96		45.8		516		52.4		27.1		90.9		24.0		2.0		5.2		2.0

		5		湛直用633		A		1679		780		832		660		117		43.6		574		57.8		33.1		91.9		24.7		3.0		5.4		3.0

				湛直用633		B		1284		579		637		501		86		35.4		541		49.2		26.6		91.7		24.2		2.0		5.2		0.5

		H28

		　表　収量及び収量構成要素等（No38） ヒョウシュウリョウオヨシュウリョウコウセイヨウソトウ

				調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		穂数
（本/㎡） ホスウホン		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ		玄米
タンパク ゲンマイ		倒伏 トウフク														試験区 シケンク		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
（kg/10a） クズマイジュウ		穂数
（㎡/本） ホスウホン		一穂籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		千粒重
(g/千粒) センリュウジュウセンリュウ		登熟歩合
(%) トウジュクブアイ		玄米ﾀﾝﾊﾟｸ質含有率（%） ゲンマイシツガンユウリツ		倒伏
(1～5) トウフク		等級
（1～10） トウキュウ

		1		速効性（オール15号）				1278		622		610		491		94		21.4		424.1		49.4		21.0		93.8		25.0		2.0		5.7		1.8														対照肥料 タイショウヒリョウ		551		(100)		32.6		525		48.8		25.6		24.3		90.8		5.6		0.8		2.5

		2		直播用200				1332		633		650		522		100		26.0		478.5		51.0		24.3		90.1		23.9		2.5		5.7		1.5														鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		593		108		37.1		540		52.7		28.4		24.1		89.7		5.5		0.5		2.0

		3		タイプ14				1487		668		394		606		116		28.8		513.2		53.6		27.4		92.4		23.9		2.5		5.8		1.8

		4		タイプ19				1270		497		654		525		101		25.4		457.1		53.9		24.6		87.1		24.6		3.0		5.5		2.3

		5		湛直用633				1489		690		733		580		111		33.7		510.7		55.2		28.2		83.0		24.8		2.5		5.7		2.3

		1		速効性（オール15号）		A		1226		606		575		466				17.0		420.8		46.7		19.6		93.3		25.1		2.0		5.6		2.5

				速効性（オール15号）		B		1329		638		645		515				25.9		427.4		52.1		22.3		94.4		24.9		2.0		5.8		1.0

		2		直播用200		A		1396		662		679		539				29.6		514.9		49.3		25.4		88.7		23.9		2.0		5.9		1.0

				直播用200		B		1269		604		621		505				22.3		442.2		52.7		23.3		91.6		23.9		3.0		5.6		2.0

		3		タイプ14		A		1576		722		788		621				35.8		554.5		52.3		29.0		90.6		23.8		2.0		5.8		0.5

				タイプ14		B		1399		614		0		591				21.8		471.9		54.9		25.9		94.3		24.1		3.0		5.8		3.0

		4		タイプ19		A		1299		453		657		521				31.5		443.9		52.8		23.4		91.6		24.0		3.0		5.5		2.5

				タイプ19		B		1241		540		651		529				19.3		470.3		55.0		25.9		82.6		25.3		3.0		5.5		2.0

		5		湛直用633		A		1373		637		684		548				24.3		519.8		56.6		29.4		73.7		25.0		2.0		5.9		3.5

				湛直用633		B		1605		742		782		612				43.0		501.7		53.7		27.0		92.3		24.5		3.0		5.6		1.0

																																						演算 エンザン		実収量比 ジツシュウリョウヒ

		A列平均 レツヘイキン		直播用200		A		1413		662		693		551		100		32.6		525		48.8		25.6		90.8		24.3		2.5		5.6		0.8				565.5		103

				タイプ14		A		1501		686		749		593		108		37.1		540		52.7		28.4		89.7		24.1		2.0		5.5		0.5				615.0		104

				タイプ19		A		1402		564		706		557		101		39.0		470		53.3		25.1		91.0		24.1		3.0		5.4		1.8				550.3		99

		H27A列 レツ		直播用200				1381		647		678		542		100		30.8		507		49.6		25.1		91.5		24.3		2.8		5.5		1.0

		H28A,B		タイプ14				1457		659		552		585		108		33.6		519		53.4		27.7		90.6		24.2		2.3		5.5		1.1

				タイプ19				1388		586		704		559		103		36.0		477		53.8		25.7		88.7		24.4		3.0		5.4		1.6





		t-検定: 一対の標本による平均の検定ツール

				変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2

		平均		550.8175952353		593.1038552014				平均		32.6447653914		37.0787841465				平均		525.4585294595		539.5228047395				平均		48.7524350649		52.7018112196				平均		25.6118640743		28.4274285224				平均		24.312852513		24.121075659				平均		90.8093524197		89.6925795858				平均		5.5738406603		5.5112307579				平均		0.75		0.5				平均		2.5		2

		分散		262.3129022401		1570.6145494717				分散		18.1960052737		3.1833744287				分散		225.0187780305		445.9675228261				分散		0.541407963		0.3674363175				分散		0.1188059551		0.6176606176				分散		0.2724008215		0.266850051				分散		9.2985339142		1.6333794868				分散		0.1554953264		0.1706927945				分散		0.125		0				分散		0.5		0

		観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2

		ピアソン相関		-1						ピアソン相関		1						ピアソン相関		-1						ピアソン相関		-1						ピアソン相関		-1						ピアソン相関		1						ピアソン相関		-1						ピアソン相関		1						ピアソン相関								ピアソン相関

		仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0

		自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1

		t		-1.0711974834						t		-2.5269834731						t		-0.5506831903						t		-4.1619881093						t		-3.5218667602						t		50.7414160682						t		0.3649674151						t		4.7045480911						t		1						t		1

		P(T<=t) 片側		0.2390623937						P(T<=t) 片側		0.1199451642						P(T<=t) 片側		0.3397731223						P(T<=t) 片側		0.0750574901						P(T<=t) 片側		0.0880632364						P(T<=t) 片側		0.0062723651						P(T<=t) 片側		0.3886086964						P(T<=t) 片側		0.0666677952						P(T<=t) 片側		0.25						P(T<=t) 片側		0.25

		t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147

		P(T<=t) 両側		0.4781247874						P(T<=t) 両側		0.2398903285						P(T<=t) 両側		0.6795462446						P(T<=t) 両側		0.1501149802						P(T<=t) 両側		0.1761264729						P(T<=t) 両側		0.0125447301						P(T<=t) 両側		0.7772173929						P(T<=t) 両側		0.1333355905						P(T<=t) 両側		0.5						P(T<=t) 両側		0.5

		t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362

		収量 シュウリョウ								屑米 クズマイ								穂数 ホスウ								一穂籾数 ヒトホモミスウ								㎡籾数 モミスウ								千粒重 センリュウジュウ								登熟歩合 トウジュクブアイ								タンパク								倒伏 トウフク								等級 トウキュウ

		5%水準 スイジュン								5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%

		t-検定: 分散が等しくないと仮定した２標本による検定

				変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2

		平均		550.8175952353		593.1038552014				平均		32.6447653914		37.0787841465				平均		525.4585294595		539.5228047395				平均		48.7524350649		52.7018112196				平均		25.6118640743		28.4274285224				平均		24.312852513		24.121075659				平均		90.8093524197		89.6925795858				平均		5.5738406603		5.5112307579				平均		0.75		0.5				平均		2.5		2

		分散		262.3129022401		1570.6145494717				分散		18.1960052737		3.1833744287				分散		225.0187780305		445.9675228261				分散		0.541407963		0.3674363175				分散		0.1188059551		0.6176606176				分散		0.2724008215		0.266850051				分散		9.2985339142		1.6333794868				分散		0.1554953264		0.1706927945				分散		0.125		0				分散		0.5		0

		観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2

		仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0

		自由度		1						自由度		1						自由度		2						自由度		2						自由度		1						自由度		2						自由度		1						自由度		2						自由度		1						自由度		1

		t		-1.3968238295						t		-1.356172624						t		-0.7678484808						t		-5.8586662497						t		-4.6398501088						t		0.3693309979						t		0.4776741588						t		0.1550329298						t		1						t		1

		P(T<=t) 片側		0.1977736133						P(T<=t) 片側		0.2022440126						P(T<=t) 片側		0.2614222597						P(T<=t) 片側		0.0139598938						P(T<=t) 片側		0.0675699151						P(T<=t) 片側		0.3736591101						P(T<=t) 片側		0.3581522187						P(T<=t) 片側		0.4455139999						P(T<=t) 片側		0.25						P(T<=t) 片側		0.25

		t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		2.9199855804						t 境界値 片側		2.9199855804						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		2.9199855804						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		2.9199855804						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147

		P(T<=t) 両側		0.3955472265						P(T<=t) 両側		0.4044880252						P(T<=t) 両側		0.5228445193						P(T<=t) 両側		0.0279197875						P(T<=t) 両側		0.1351398303						P(T<=t) 両側		0.7473182201						P(T<=t) 両側		0.7163044374						P(T<=t) 両側		0.8910279997						P(T<=t) 両側		0.5						P(T<=t) 両側		0.5

		t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		4.3026527297						t 境界値 両側		4.3026527297						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		4.3026527297						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		4.3026527297						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362

		収量 シュウリョウ								屑米 クズマイ								穂数 ホスウ								一穂籾 ヒトホモミ								㎡籾 モミ								千粒重 センリュウジュウ								登熟 トウジュク								タンパク								倒伏 トウフク								等級 トウキュウ

		5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%

																										t-検定: 分散が等しくないと仮定した２標本による検定

																												変数 1		変数 2

																										平均		48.7524350649		52.7018112196

																										分散		0.541407963		0.3674363175

																										観測数		2		2

																										仮説平均との差異		0

																										自由度		2

																										t		-5.8586662497

																										P(T<=t) 片側		0.0139598938

																										t 境界値 片側		6.9645567343

																										P(T<=t) 両側		0.0279197875

																										t 境界値 両側		9.9248432009

																										一穂籾 ヒトホモミ

																										1%
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		肥料価格 ヒリョウカカク
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				価格/袋 カカクタイ		kg/袋 タイ		N%		N6現物量 ゲンブツリョウ		同左価格 ドウサカカク		価格比 カカクヒ

		対照肥料 タイショウヒリョウ		2884		20		12		50.0		7210		100

		鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		2474		15		16		37.5		6185		86

				価格比 カカクヒ

		対照肥料 タイショウヒリョウ		100
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開発機関： 農研機構中央農業研究センター、予算区分【委託プロジェクト研究】 

「コシヒカリ」よりも早生で多収、大粒、極良食味で４時間保温後も美味しさが持続するプロユース米向けの水稲新品種 

早生で多収の極良食味水稲新品種「つきあかり」 

導入をオススメする対象 
 東北中南部、北陸、関東東海以西の地域、 
 大規模生産法人、JA、営農組織等 

・農業法人等による大規模化への対応と、外食・中食向けの低コスト生産という二つのニーズを満たすために、「コシヒカリ」より
早生で作期分散が図れ、多収、大粒、良食味な水稲品種が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・引き合いの強い外食・中食向けプロユース米の生産拡大に貢献。 
 ・作期分散により受託面積の拡大が容易となり、経営規模拡大に寄与。 
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大粒でつやの良い「つきあかり」 日本穀物検定協会 食味試験結果 

「つきあかり」は 
極良食味です。 
４時間保温後も 
美味しさが 
長持ちします。 

炊飯直後 ４時間保温後 

「つきあかり」の収量（標肥） 

「あきたこまち」 
よりも１０％程度
多収 

特に「外観」に
優れます。 

出穂期 成熟期 稈長 穂長 穂数
(月.日) (月.日) (㎝) (㎝) (本/㎡)

〈標肥栽培〉
つきあかり 7.27 9.01 77 20.0 310

あきたこまち 7.26 8.31 87 18.5 399
ひとめぼれ 7.29 9.05 85 19.0 456

コシヒカリ 8.04 9.14 95 19.1 403

品種名

「つきあかり」の栽培特性 

「コシヒカリ」よりも２週間早く収穫可能 

・「コシヒカリ」との作業分散が可能 
・多収で６０kgあたりの生産コストも
削減 

 

→ 移植・収穫の作業ピークの分散 
   が可能 
→ 作業機械の稼働期間が長くなり、 
   １台あたりの耕地面積拡大が可能 
→ 多収で６０kgあたりの生産コスト 
   が削減され、プロユース米として 
   の販売も可能  

早生品種導入による作業分散 

・「コシヒカリ」のみを作付した場合 
 は収穫期間が短く、作業ピークに 
 合わせて収穫・乾燥機が必要 
・作期を分散することで、同じ人数 
 で作付を拡大でき、機械稼働率も 
 向上 

コシヒカリ つきあかり 

作業ピークを分散 

「コシヒカリ」の収穫作業 

1日あたり 
作業量 

コシヒカリ 

短期間に作業集中 
早生で多収、極良食味のプロユース向け水稲新品種 

農林水産省 穀物課のコメント 
  拡大する中食・外食用仕向けのマーケットニーズへの対応と、 
 作期分散による経営規模の拡大という一石二鳥を狙えます。 
  こうした品種を活用し、需要に応じた生産に取り組んでいただけ 
 ればと思います。 



開発機関： 農研機構西日本農業研究センター、予算区分【運営費交付金】 

群馬県の二毛作地帯を中心に「朝の光」に替わって主食用品種として作付けされる水稲新品種 

縞葉枯病抵抗性で良質良食味の水稲品種「いなほっこり(中国209号)」 

導入をオススメする対象 
 関東以西の温暖地、暖地の水稲生産者 

・温暖地東部の米麦二毛作地帯では二毛作に適する水稲品種として「朝の光」等が作付けされてきたが、玄米の外観品質が 
 安定せず、特に登熟期間が高温で経過すると著しく品質が低下することが問題となっている。 
・このため、｢朝の光｣と同熟期で、かつ、玄米品質がより優れ、良質・良食味で縞葉枯病抵抗性を備えた品種が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・「朝の光」よりも収量、玄米品質が優れる良食味品種で生産者の経営改善に寄与。 

導 

入 
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ト 

縞葉枯病抵抗性で「朝の光」よりも良質良食味の水稲品種 
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・群馬県では「朝の光」と同じ“やや晩”熟期。 
・玄米外観品質は登熟期が高温の条件になりやすい早植でも低下しにくい。 
・食味は「朝の光」よりも優れる“上中”の評価。 
・縞葉枯病に抵抗性で、米麦二毛作地帯での栽培にも適する。 

○収量が増える 
 ・早植栽培：  
  「朝の光」 58.3kg/a 
  → 「いなほっこり」 60.9kg/a 
 ・普通期栽培： 
  「朝の光」 61.5kg/a 
  → 「いなほっこり」 65.3kg/a 

注) 群馬県農業技術センターでの成績(2012～2016年)。 
  玄米品質は、1～3：品位1等級相当、4～6：品位2等級相当、 
  7～8：品位3等級相当、9：規格外として評価。食味は上上～ 
  下下の9段階評価。 

○玄米品質が改善される 
 ・早植栽培の場合：  
  「朝の光」 5.4 (品位2等級相当) 
  → 「いなほっこり」 2.8 (品位1等級相当) 

○食味が改善される 
  「朝の光」 中上 
  → 「いなほっこり」 上中 

左：「いなほっこり」、右：「朝の光」 
        2016年9月6日(育成地) 

 「朝の光」        「いなほっこり」   
  群馬県早植栽培(2016年度) 

精玄 比較 玄米
品種名 移植 出穂期 稈長 米重 比率 品質

(月.日) (月.日) (cm) (kg/a) (%) (1-9)
早植 いなほっこり 6.03 8.13 84 60.9 104 2.8 上中 抵抗性

朝の光 6.03 8.14 80 58.3 100 5.4 中上 抵抗性
普通期 いなほっこり 6.24 8.25 85 65.3 106 4.2 上中 抵抗性

朝の光 6.24 8.24 79 61.5 100 4.4 中上 抵抗性

試験区 食味
縞葉
枯病

農林水産省 穀物課のコメント 
  高温障害や縞葉枯病被害が発生しやすい米麦二毛作地帯において、 
 高品質・安定収量を狙える新品種です。 
 



開発機関： 農研機構西日本農業研究センター、予算区分【委託プロジェクト研究】 

縞葉枯病が発生しやすい地域でも高品質なイネWCS生産が可能 

縞葉枯病抵抗性で茎葉多収、高糖分のイネWCS専用品種「つきすずか」 

導入をオススメする対象 
関東以西の稲発酵粗飼料生産農家 

・先行品種「たちすずか」は、牛にとって消化性が良い茎葉が多収で、糖含有率が高く、高品質なイネWCSを生産できる。 
・しかし、縞葉枯病に対して罹病性であり、稲麦二毛作地帯等の縞葉枯病が発生しやすい地域では栽培が難しい。 
・そこで、「たちすずか」に代わる、高品質で縞葉枯病に抵抗性を持つイネWCS専用品種の育成が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

・高品質なイネＷＣＳの生産可能地域の拡大と飼料自給率の向上に寄与。 
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縞葉枯病常発地での 
「つきすずか」生育 

（2016年群馬県前橋市） 

縞葉枯病に抵抗性 

縞葉枯病抵抗性で茎葉多収、高糖分なイネWCS専用品種 

１． 茎葉多収のため排泄される未消化籾が少なく なる。 

２． 「たちすずか」と糖含有率に差がない高糖分。 

３． 縞葉枯病常発地でも導入が可能。 

４． 倒伏性は「たちすずか」にはやや劣る。 

５． いもち病に対しては抵抗性遺伝子を保有するが、圃場抵抗性は不明。  
品種名 出穂期 

（月.日） 
稈長 
(cm) 

穂長 
(cm) 

 
縞葉枯病 

つきすずか 9.03 121 12.9 抵抗性 

たちすずか 9.02 119 14.8 罹病性 

たちすずか つきすずか タチアオバ 
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縞
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前橋市a 

前橋市bｰ1 

前橋市bｰ2 

縞葉枯病常発地における発病程度(2016年） 
調査方法は｢発生予察事業の調査実施基準」に準ずる。発生程度
は、0：無、１～5：少、６～11：中、11～30：多、31以上：甚である。 

発病なし 

茎葉多収（        ） 茎葉重 ：有意差なし 
籾 重 ：有意差あり 

高糖分 （有意差なし） 

農林水産省 穀物課のコメント 
 米麦二毛作地帯でも栽培可能な縞葉枯病抵抗性を備えた品種です。水田フル 
活用と耕畜連携により、耕種農家・畜産農家の双方の経営に資することが期待 
されます。 

農林水産省 飼料課のコメント 
 倒伏やいもち病発生に気を配ることで、縞葉枯病の発生地域でも「たちすずか」 
と同様に高品質、高収量な稲WCSの生産が期待されます。 



開発機関： 農研機構東北農業研究センター、予算区分【委託プロジェクト研究】 

穂発芽し難く、赤かび病にも比較的強く、東北・北陸地域での栽培に適した製パン適性の高い小麦品種 

製パン適性の優れる寒冷地向け小麦新品種「夏黄金」 

・東北・北陸地域で広く栽培されているパン用小麦「ゆきちから」は、準強力小麦であるため製造できるパンの種類が限定される。 
・また、穂発芽しやすく、赤かび病が発生しやすいという短所があるため、生産量が頭打ちになっている。 
・そのため、 「ゆきちから」よりパン生地の力が強く（強力小麦）、穂発芽しにくく赤かび病に強い新品種の育成が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

・パン用としての用途が広がったことにより、小麦の生産拡大が期待できる。 
・品質・収量が安定し、パン用加算金の対象品種でもあるので農家所得が向上。 

導 

入 
メ 
リ 
ッ 

ト 

導入をオススメする対象 
 ・東北・北陸地域平坦部（根雪期間１００日以内の地 
  帯）の生産者や生産組織 
 ・地元産小麦粉でパン製造を考えている加工業者 

１．たんぱく質（グルテン）の組成を改良 
たんぱく質含量は、「ゆきちから」と同程度
だが、たんぱく質の組成を改良することで、
よりパン生地の力が強く、伸びも改善。 

○赤かび病被害を低減 
「ゆきちから」は、殺菌剤を散布しても年に
より赤かび病被害発生 

 → 殺菌剤散布で被害を低減 

○穂発芽「難」で雨害回避 
 → 品質・収量の安定 
 → 収穫適期幅の拡大 

○ほとんどの種類のパン製造が可能 
 → 国産小麦の需要拡大 
 → 学校給食パン等に 
    地元産小麦の使用が可能  
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２．製パン適性が大幅に改善 
「ゆきちから」では製造の難しかった食パン
を始め、ほとんどのパンの原料として使用
が可能。 

３．病害・障害耐性を強化 
穂発芽性は「難」、赤かび病耐病性は「中」
で、「ゆきちから」より栽培特性を改善。 

４．「ゆきちから」と栽培法が同じ 
成熟期、収穫量は「ゆきちから」と同程度で、
「ゆきちから」に準じた栽培が可能。 

 「ゆきちから」より大きく膨らみ食味も良い 

製パン適性に優れ、病害や障害耐性を強化した寒冷地向け小麦新品種 

表　夏黄金の品質特性

小麦粉の

たんぱく 生地の強さ 伸びの良さ

質含量 （伸張抵抗） （伸長度）

％ B.U. mm

夏　黄　金 11.8 445 225

ゆきちから 11.7 239 212

パン生地測定装置（エキステンソグラム）で測定

パン生地の特性

品　種　名

農林水産省 穀物課のコメント 
  東北・北陸などの寒冷地での麦作経営向け品種で、従来品種 
 以上の収量・品質が期待されます。近年高まっている、国産の 
 パン用小麦の需要に対応することが期待されます。 



開発機関：農研機構中央農業研究センター、予算区分【運営費交付金、競争的資金】     

機能性成分β－グルカンを多く含み、麦飯が「もちもち食感」で食味が良く、栽培性も優れた「もち麦ニーズ」に対応できる本格的新品種 

寒冷地向けもち性大麦新品種「はねうまもち」 

・もち性大麦（もち麦）は、機能性成分β－グルカンを多く含み、「もちもち感」のある食感も好評で、需要が急増している。 
・しかし、現在流通しているもち性大麦の多くは輸入麦で、国産もち性大麦の早急な増産が求められており、特に寒冷地での栽培性や品質の優れる 
 もち性大麦新品種が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

・食味の優れる「国産もち麦」の本格的な生産が可能になり、大麦の国内自給率が向上。 
・寒冷地での土地利用型経営に有利な品目として「もち麦」が導入される。 
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導入をオススメする対象 
 北陸や東北地域等の寒冷地、大麦生産者、 
 土地利用型農業経営体、「健康」をキーワードとする 
 6次産業化関係企業等 

品質・栽培性ともに極めて優れる、寒冷地向けの「もち性」大麦新品種。 
機能性成分β-グルカンは 
「ファイバースノウ」の１．４倍 

○６次産業化により、さらなる収益性アップも可能 
大麦の精麦受託業
者（小規模対応）も
増え、もち麦を生か
した6次産業化や直
売などの取り組み
が可能 

「はねうまもち」は「ファイバースノウ」のもち性突然変異品種 
 →「もち麦としての優れた機能性と食感」と 
   「ファイバースノウとほぼ同一の優れた栽培性」 
   をあわせもつ優良品種 
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【参考情報】平成29年播の種子許諾契約15件 
平成31年産作付予定面積 1,000ha （福井県、新潟県など） 

「はねうまもち」麦飯の感想（一部） 
･麦飯にありがちなぼそぼそした感じがなく、おいしい（50代女性） 
･色やにおいも気にならず、続けて食べられそう（50代男性） 
･おなかの調子がよくなった気がする（40代女性） 

もち麦粉としての 
利用も可能 

○「もち麦ニーズ」に対応可能な品種 
 

 → 栽培性が優れる安定多収品種 
 → 国産もち麦への実需者・消費者ニーズは 極めて

高く、安定した需要が見込める 

もち性大麦に多く含まれるβ-グルカンの機能性は科学的に 
立証されています 
 ・脂質代謝、糖質代謝の改善   ・腸内環境の改善 

イタリアンレストランでの 
大麦ランチの例 

精麦販売の例 

「ファイバースノウ」と同等の栽培性 
成熟期 稈長 収量 対標準比 容積重 千粒重 整粒歩合

（月．日） （ｃｍ） （ｋｇ/ａ） （％） （ｇ/Ｌ） （ｇ） （％）

はねうまもち ６．０１ ９１ ３７．０ １００ ７０２ ３６．１ ９４．８

ﾌｧｲﾊﾞｰｽﾉｳ（標準） ６．０１ ９２ ３７．０ １００ ７０１ ３８．４ ９４．４

中央農研標肥栽培（Ｈ２５、Ｈ２６年播平均）

品種名

農林水産省 穀物課のコメント 
  近年、需要が増加しているもち性大麦の寒冷地向け品種 
 です。現状、もち性大麦は、そのほとんどが輸入品である中、 
 消費者ニーズに即した国産もち性大麦として期待されます。 



導入をオススメする対象 
 北海道の早生種以外の小豆栽培地域 

基幹品種「エリモショウズ」に落葉病抵抗性を導入し、同等の加工適性で安定生産が可能なアズキ新品種 

落葉病抵抗性を付けた「エリモショウズ」、アズキ新品種「エリモ１６７」 

・北海道の小豆基幹品種である「エリモショウズ」は、加工適性が優れ実需者の評価が高いが、土壌病害である落葉病に弱く、
栽培面積が減少してきている。一方で、落葉病抵抗性品種は、実需者の評価が「エリモショウズ」に比べやや劣る。 
・そのため、落葉病抵抗性を有し、「エリモショウズ」並みの加工適性を持つ小豆品種が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・ 「エリモ１６７」は、「エリモショウズ」（7,000ha、H27）および「きたのおとめ」（4,000ha、H27）に置き換えて、
平成33年に11,000haを栽培予定。 栽培面積全体でおよそ5％の増収が期待できる。 
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「エリモショウズ」と同等の加工適性で、落葉病抵抗性を有した新品種 
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落葉病が発生する畑で、罹病性の「エリモショウズ」、 
抵抗性の「きたのおとめ」に比べ多収 

「エリモ１６７」は、  

 ・  「エリモショウズ」に、「しゅまり」がもつ
落葉病抵抗性を導入した品種。 

 ・ 落葉病抵抗性以外の農業特性や 
  品質・加工適性は、「エリモショウズ」 
  と同等。 

・ 落葉病の発生圃場でも「エリモショウズ」並みの加工適性を有する
小豆を栽培可能。 

・ 「エリモショウズ」を同一圃場で栽培するには、７～８年輪作とする
必要があるが、「エリモ１６７」は４年輪作で栽培可能。 

・ 落葉病の有無により圃場毎に品種を分けて栽培する必要がない。 

開発機関： 北海道立総合研究機構、予算区分【競争的資金】 

「エリモ167」の羊羹 

「エリモ167」の特性（十勝農試、平成26～28年）

落
葉
病

耐
冷
性

強 中 9.18 2.9 82 (99) 13.3

弱 中 9.18 2.8 79 360 13.0
注1) 栽植様式60cm×20cm、2本立ちによる試験成績。
2) 播種期は3ヵ年平均、5月24日。
3) 倒伏程度：0(無)、0.5(微)、1(少)、2(中)、3(多)、4(甚)。
4) 子実重：（）は「エリモショウズ」に対する百分比（％）を示す。

エリモショウズ

エリモ167

抵抗性 成
熟
期

（月/日）

百
粒
重
（g）

子
実
重

(kg/10a)

主
茎
長
(cm)

倒
伏
程
度

品　種　名

製品試作試験における実需者評価（「エリモショウズ」対比）

製　品 優る
やや
優る

同等 やや
劣る

劣る

つぶあん 0 0 2 2* 0
こしあん 0 1 5 0 0
羊羹・蜜豆 0 1 3 0 0
注）*は磨きなしの原料のため、煮えムラ等により評価が下がった。

農林水産省 穀物課のコメント 
  実需者に人気のある従来品種である「エリモショウズ」に、 
 さらに耐病性を加えた新品種です。 
  今後の北海道産小豆の代表品種として期待されます。 



開発機関： 福井県農業試験場、予算区分【県単独予算】 

強雨でも発芽が安定する播種法 

ソバ小畦立て播種による湿害回避と収量改善 

導入をオススメする対象 
 ソバ栽培農家 

・水田転作作物としてソバを作付する場合、播種直後の強い雨や、生育期間の長雨などによって湿害を被ることがあり、安定生
産の支障となっている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・ 平畦播種での収量が低い圃場や、播種後の降雨により湿害が発生しやすい圃場では、小畦立て播種
技術の導入により収量が向上し、収益が高まることが期待される。 

導 

入 

メ 

リ 
ッ 
ト 

湿害を回避し収量が向上する播種技術 
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【装置の概要、特徴と効果】 
 
①種子を地下に埋めず、地表面に並べ 
 おいて種子の両側の土を切り盛りして 
 排水溝と畦を同時成形する 
 
 
 
②既存の普及型播種機に簡単に装着・使用できる 
   
 
 
 

○ 湿害を回避 

○ 収量が向上 

【装置について】 
ベースとなる播種機「スラ
イドロール式耐久型施肥
播種機RXGシリーズ」（ア
グリテクノ矢崎）にオプショ
ン部品として装着。 
装置1基当たり約34,000円 

湿害発生状況の比較 

平 畦       小畦立て 

小畦立て播種技術の導入でソバを安定生産 

0

50

100

150

平畦 小畦立て

収
量
（

kg
/1

0a
） 100%

127%

平 畦      小畦立て 
小畦立て播種による収量結果（2015および2016年平均） 

11.0

0.0
0

5

10

15

平畦 小畦立て

立
枯
れ
病
害
発
生
率

(%
)

平 畦  小畦立て 

立枯れ性病害発生の比較 
（福井市2地点、大野市1地点） 

平畦播種       小畦立て播種 
平畦播種と小畦立て播種の比較 

小畦立て播種装置装着図(ベース播種機：RXG-6PSE） 農林水産省 地域作物課のコメント 
  水田転作における湿害対策として、既存の播種機に簡単に装着・ 
 使用できる播種技術です。従来の排水対策と組み合わせることで、 
 より湿害回避の効果が増し、収量の高位安定化が期待できます。 



 
 

導
入
メ
リ
ッ
ト 

開発機関：長崎県農林技術開発センター、予算区分【競争的資金】 

大玉で多収、複数の病虫害に強く、外観と食味が良く、サラダ加工適性がある暖地二期作向けのバレイショ新品種 

大玉で多収、病虫害に強いバレイショ新品種「アイマサリ」（2017年品種登録出願公表） 

導入をオススメする対象 
 暖地二期作栽培等が可能な地域 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

・生産現場ではジャガイモシストセンチュウやジャガイモYウイルスの発生が問題となっている。 
・消費者の「食の安全・安心」に対する関心の高まりから、減農薬栽培が可能な品種の育成が望まれている。 

・「アイマサリ」の導入により単収が向上し、生産者の収益向上に寄与できる。 
・病虫害抵抗性を活かし、減農薬栽培に活用できる。 

作型 品種名 
上いも 

平均重(g) 
上いも重 でん粉 

価(%) (kg/a) 標準比(%) 

春作 
マルチ 

アイマサリ 133 406 107 11.3 

ニシユタカ 125 379 100 10.9 

秋作 
普通 

アイマサリ 137 354 132  9.4 

ニシユタカ 109 268 100  9.6 

■収量性 
  上いも平均重が大きく、上いも重が多い 

注）PCN：ジャガイモシストセンチュウ 

  PVY：ジャガイモYウイルス  

大玉で多収、外観と食味が良く病虫害に強いバレイショ新品種 
○単収向上と低コスト化で農家所得が向上 

品種名 
病虫害抵抗性 

PCN PVY 

アイマサリ  抵抗性 抵抗性 

ニシユタカ  感受性 感受性 

■品質 
  目が浅く、表皮は滑らかで 
  外観が良い 
  蒸しイモの食感は滑らかで、  
  食味が良く、サラダに適する 

■病虫害抵抗性 
  複数の病虫害に強い 

品種名 
目の 
深浅 

表皮 
ネット 

サラダ 
適性１ 

アイマサリ  浅 微 中 

ニシユタカ  やや浅 少 － 

アイマサリ      ニシユタカ 

１）サラダ加工適性は九州産トヨシロとの比較 
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１） 長崎県農林業基準技術（平成26年）および左表の上いも重から算出 

0 200 400 600 800 1000

「西海40号」を導入した場合の収益１）

導入前 導入後

（千円/10a）

収益向上 
＋172,000円 

抵抗性品種の導入により 
農薬費の削減 
－26,000円 

単収向上 
＋146,000円 販

売
額 

経
営
費 

収
益 

■ 導入前   ■ 導入後 
（ニシユタカ）  （アイマサリ） 

「アイマサリ」を導入した場合の収益１ 

農林水産省 地域作物課のコメント 
  西南暖地において、主力品種が病害虫に抵抗性を持たない 
 ため、病害虫に強く、食味の良い「アイマサリ」は、主力品種に 
 なり得ます。 
  また、ばれいしょの安定生産のみならず、種ばれいしょ生産 
 の軽労化への貢献が期待されます。 



＊「男爵薯」より大粒で多収。 
＊目が赤い外観で、他品種と区別しやすい。 
＊目が浅くて皮を剥きやすく、白肉食で剥皮後の褐

変も少ないため、業務加工適性に優れる。 
＊煮崩れが少ない反面、サラダやコロッケにも適し、

「男爵薯」と同様に調理・加工の汎用性が高い。 
＊ジャガイモシストセンチュウ抵抗性、青枯病にもや

や強い抵抗性を持つ。 

＊熟期は「メークイン」と同様の中早生で多収。 
＊長卵形で外観特性が優れる。 
＊目が浅くて皮を剥きやすいため、調理しやすい。 
＊黄肉色で調理後の変色や煮崩れが少なく、煮物

に適するので、幅広い家庭料理にも対応。 
＊ジャガイモシストセンチュウ抵抗性を持つ。 

開発機関： 農研機構北海道農業研究センター、予算区分【運営費交付金】 

多収、良食味で調理・加工適性に優れる、シストセンチュウ抵抗性ばれいしょ品種 

調理しやすく加工適性も優れるばれいしょ品種「はるか」と「ピルカ」 

導入をオススメする対象 
 全国のばれいしょ生産者 

・ばれいしょの業務用需要は増加しており、業務加工に適した良食味で調理しやすい品種が求められている。 
・良食味で調理しやすい品種は、家庭内需要の喚起にもつながると期待されている。 
・現在の主力品種はジャガイモシストセンチュウに対して罹病性であるため、抵抗性を有し、多収な品種が必要。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・多収であり、幅広い用途に対応した、青果用、業務加工用ばれいしょとして普及可能。 
 ・ジャガイモシストセンチュウ発生地域では線虫密度の低減、未発生地域では線虫の侵入を防止。 
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「はるか」の主な特徴 

「ピルカ」の主な特徴 

導 

入 

メ 
リ 
ッ 
ト 

・規格内(60-260g)収量が男爵薯比で３割以上多収 
                                 （2014-2016年平均） 

 

・高い剥皮歩留まりでトリミング数が少なく済み、  
コスト低減に貢献        （2008-2016年平均） 

100* 
138 117 131 
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規格内収量 規格内比率  *:グラフ中の数値は男爵薯を100とした値 

調理・加工適性と、病害虫抵抗性や多収を両立したばれいしょ品種 

農林水産省 地域作物課のコメント 
  「男爵薯」や「メークイン」は、我が国の食生活に浸透している品種 
 ですが、病害虫への抵抗性を持っていません。「はるか」は男爵薯に、 
 「ピルカ」はメークインに似た加工特性を持ち、目が浅いなど外観に 
 優れることから、これらの品種への置き換えが期待されます。 


グラフ1
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タマネギ直播栽培の低コスト化につながる生育促進とリン酸減肥が可能な、リン酸肥料の播種条下局所施用技術 

タマネギ直播栽培における直下施肥を用いたリン酸肥料の減肥技術 

・輸入生鮮野菜の第1位はタマネギであり、国産品への置き換えには、生産量の拡大と直播栽培や減肥栽培といった低コスト生産技術が
求められている。 

・畑作地帯に多い火山性土等のリン酸肥沃度が低い圃場では、効果的なリン酸施用による初期生育促進と低コスト化が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

導 

入 
メ 
リ 
ッ 

ト 

直播したタマネギ種子の直下へ帯状にリン酸肥料を施用する技術 
火山性土のタマネギ直播栽培において、 
・基肥リン酸量の1/3～1/4（リン酸成分量で約
10kg/10aの過リン酸石灰）を、コート種子直下
約2～4cm（幅3～4cm）へ局所施用。 

・残りの基肥（2/3～3/4のリン酸、窒素及びカリ
ウム）は、全層施用。 

・直下施肥により、初期生育が促進され、球の肥
大開始が早まり肥大期間を十分に確保。 
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減収することなく、基肥のリン酸施用量を約30％削減 

 減肥+直下施肥           慣行施肥 

過リン酸石灰をP成分量30 g/m2局所施用 
窒素(N)とカリ(K)は成分量15 g/m2全層施用 

8
㎝
下 

 

4
㎝
下 

 

0
㎝
下 

 

表
面 

 

全
層 

減肥+直下施肥では生育が促進され、肥大開始や倒伏が早まる 
 

播種深
2 cｍ 種子

局所施肥
種子の2～
4 cm下

・減肥により生育や肥大開始が遅れて減収することが
多いが、直下施肥と組み合わせることで生育が促進
され、収量は慣行施肥と同等。 

・リン酸肥料の利用効率が高まり、収穫球のリン酸
吸収量が施肥リン酸に占める割合を示す、みかけ
のリン酸利用率は、1.7％ポイント向上。 

＊：臼木一英ら．2016．火山灰土壌
での「播種条下局所施肥」による
タマネギ直播栽培におけるリン酸
肥料減肥法．土肥誌．88．42-47 

減肥と直下施肥の組み合わせがタマネギの規格内収量に及ぼす影響の比較＊ 

減肥+直下施肥では、
農家慣行に対してリン
酸肥料のみ30～43％
減肥して比較 

施肥位置が草丈に及ぼす影響 

開発機関：農研機構北海道農業研究センター、予算区分【委託プロジェクト研究】 

 ・タマネギ栽培の低コスト化により、生産者の経営安定に貢献。 
 ・低リン酸の圃場でも直播栽培が可能となり、作付面積の増加、国内産シェアの拡大に寄与。 

導入をオススメする対象 
 リン酸肥沃度が低い圃場のタマネギ生産 
 者、タマネギ直播の拡大を目指す地域 
 

・減肥＋直下施肥は、N・P・
Kを各10 g/m2 全層施用し
、過リン酸石灰をP:10 
g/m2種子直下に局所施用 

・慣行施肥は、N:10 g/m2、
P:30 g/m2、K:10 g/m2を全
層施用 

農林水産省 園芸作物課のコメント 
  リン酸肥沃度が低い火山性土などで局所的に施肥を行うことで 
 効率的な施肥が可能となり、肥料コストを抑えられます。 
  さらに収量も確保でき、安定的な農業生産に繋がるので、是非 
 ご活用ください。 



開発機関： 農研機構東北農業研究センター、岩手県、山形県、富山県、弘前大学、予算区分【競争的資金】 

厳しい越冬条件等により慣行の秋まきの生産性が低かった東北・北陸地域においても、春まきで安定的な栽培が可能 

東北・北陸地域に適するタマネギの春まき夏どり作型 

導入をおすすめする地域 
 東北および北陸地域、北関東・信越地方の 
 冷涼地など 

・ タマネギは輸入のシェアが多く、また、国産タマネギの端境期である７、８月に加工・業務用向けの需要が高まる。 
・他方、新規産地を見込める東北・北陸地域は、厳しい越冬条件等により慣行の秋まき作型での生産性が低い。 
・ そこで、これらの問題を解決するため、７、８月の加工・業務用向けを念頭に東北・北陸地域での春まき夏どり作型を開発した。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 
  
 ・新規産地が増えることで、大産地の不作時の危険分散となり、また輸入からのシェア奪還が進む。 
 ・端境期生産により加工・業務向けが安定的に供給される。 
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適期に適切な品種を播種 
 ・「オーロラ」「ネオアース」「もみじ3号」等、地域の気候にあった秋まき中生～晩生品種を選択 
 ・晩生の品種ほど、遅まきによる減収は少ない 
 ・２月中に播種し水稲育苗ハウス等で育苗、４月に定植して、端境期となる７、８月に収穫 

緻密な病害虫防除 
 ・高温多湿下の栽培のため、ネギアザミウマ等の虫害、りん片腐敗病等細菌性病害の発生が多い 
 ・排水対策の徹底、定期的な薬剤散布による防除が重要。雑草には土壌処理剤の体系処理が有効 

秋冬野菜との輪作体系 
 ・在圃期間が３か月と短く、８月中には次の作付が可能となるため、ブロッコリーやキャベツ等の 
 秋冬野菜との輪作が可能 

国産タマネギの生産量の増加・安定 
供給に貢献 

• ７～８月の端境期に収穫が可能   
  ⇒ 有利販売が望める 

• 当該地域の秋まきと比較して 
  収量倍増（2t/10a→4～5t/10a） 

• ８月には次の作付けが可能 
  ⇒ 秋冬野菜との輪作が可能 

• 育苗ハウスの共用、作業分散 
  ⇒ 水田農業とも相性良い  

図 タマネギの慣行作型と開発した東北・北陸向け春まき作型との比較 

作型 地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

   
 春まき新作型 

  
 東北・北陸 

  春まき（慣行）  北海道 

  秋まき（慣行）  東北以南 収 穫 播種 定植 

収 穫 定植 播種 

定植 播種 収 穫 

播種 定植 収穫 

ブロッコリー、キャベツ等 
秋冬野菜との二毛作が可能 

タマネギ栽培の慣行作型で生産性が低い地域でも、安定生産を可能とする栽培方法 

農林水産省 園芸作物課のコメント 
  本作型は、加工・業務用向けのタマネギの周年安定供給に 
 資するもので、実需者ニーズも高いと考えられます。 
  導入に当たっては、ニーズを適切に把握するために、実需者 
 とのマッチングセミナー等へ参加されることをオススメします。 



開発機関： 農研機構野菜花き研究部門、渡辺農事（株）、予算区分【競争的資金、運営費交付金】 

たくあん漬やおろし他、ジュースなどの新たな大根加工品の創出が可能な新品種 

加工時に臭わず黄変しないダイコン新品種「悠白 (ゆうはく) 」と「サラホワイト」 

導入をオススメする対象 
 ・契約栽培を主とする全国の生産者 
 ・漬物製造、大根を扱う食品製造会社 

・ダイコンは約６割が加工・業務用途であるが、大根加工品独特の臭気（大根臭）を敬遠する一般消費者が増加している。 
・業務用おろしやつま等の一部の大根加工品では、大根臭や黄変が発生すると品質が大きく低下する。 
・食品加工製造業者から、加工後に臭いや黄変が発生せずにフレッシュ感が持続する品種の育成が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・大根加工食品の新たな需要喚起と拡大。 
 ・ダイコン生産の拡大。 

「悠白 」と「サラホワイト」の特徴 
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・ 大根臭や黄変の元となるグルコラファサチン
（4-メチルチオ-3-ブテニルグルコシノレート）

を含まない初めての実用品種「悠白」と「サラ
ホワイト」を育成。 

・ 「悠白」は、白首の秋冬ダイコンで、塩押し大
根漬（たくあん漬）の原料に適する。 

・ 「サラホワイト」は、白首の冬ダイコンで、肉
質が硬く、固形分が多い。おろしやつま等の
生食加工や切り干しに適する。良食味で辛
味が少なく、青果用としても利用可能。夏ま
き栽培することで、北海道や北東北地方でも
栽培が可能。 

 

「悠白」を原料としたたくあん
漬は、冷蔵庫内での保存時
や、弁当の電子レンジでの
加熱時にも臭いが気になら
ない。 

「サラホワイト」を原料とした
大根おろしは、製造後一年
間冷凍貯蔵しても臭気や黄
変が生じず、辛味やフレッシ
ュ感が残存する。 

「悠白」（左）と「サラホワイト」（右） 
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臭気や黄変が発生しない加工用ダイコン新品種 
0.7

0

1.2

0
0.0
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1.0

1.5
レンジ加熱前
レンジ加熱後

メチ
ル
メル
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類
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度

 
（
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m
）

 

秋まさり2号              悠白 
たくあん漬のレンジ加熱前後における臭い濃度の変化 

大根おろしから発生する臭い濃度の変化 

0 0

2.7

0
0

1

2

3

メチ
ル
メル
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タン
類
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算
濃
度

 
（
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）

 

  0    30               0    30 
 晩抽520            サラホワイト 
      加工後の時間（分） 

従来品種（左）と「サラホワイト」（右） 

農林水産省 園芸作物課のコメント 
  本品種は、加工後の臭いや黄変が生じず、ダイコン加工品の新たな需要の 
 創出が見込まれるので、積極的な導入をご検討いただきたいと思います。 
  導入に当たっては、ニーズを適切に把握することが重要ですので、実需者と 
 のマッチングセミナー等へ参加されることをオススメします。 



開発機関：高知県農業技術センター、予算区分【委託プロジェクト研究】 

灰色低地土でのキュウリ促成栽培で、基肥リン酸を無施用とするための判断基準となる可給態リン酸基準 

キュウリ促成栽培における基肥リン酸施用要否のための可給態リン酸基準 

・キュウリ促成栽培では、10年以上連作している圃場が多く施肥量も多いため、土壌中のリン酸の蓄積が顕著である。 
・生育や収量に影響がない、可給態リン酸の蓄積を回避するための基肥リン酸の減肥基準の策定が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・キュウリ促成栽培圃場でのリン酸蓄積の進行を抑えられる。 
 ・基肥リン酸の削減により、肥料代の削減が見込まれる。 
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キュウリ促成栽培で基肥リン酸を無施用とする減肥基準 
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土壌中の可給態リン酸が60mg/100g以上の場合、基肥リン酸を無施用としても、
追肥でリン酸を施用すれば収量やリン酸の吸収量に影響はない。 

基準に従い基肥リン酸を無施用とすることで、 

基肥リン酸施用の有無と収量 

基肥リン酸施用の有無とリン酸吸収量 
注) 図中の[ ]内の数値は、3作の累計吸収量。 
   可給態リン酸は1作目作付け前の値。 

● 慣行栽培方法と比べて肥料費を約２万円/10a 
  削減出来る見込み ※ 

1作目 1作目 2作目 3作目

作付け前 栽培終了時 栽培終了時 栽培終了時

基肥リン酸あり

基肥リン酸なし

120

100

80

60

40

20

0

(mg/100g)

可
給
態
リ
ン
酸

可給態リン酸 可給態リン酸 可給態リン酸 可給態リン酸

64mg/100g 63mg/100g 143mg/100g 255mg/100g

基肥 44kg/10a/作

追肥 37kg/10a/作 追肥のみ 37kg/10a/作

(kg/10a)

リ
ン
酸
吸
収
量

[122] [127] [132][112]
150

100

50

0

3作目

追肥のみ 37kg/10a/作

2作目

1作目

1作目 64 44 -
63 0 104

143 0 98
255 0 106

2作目 66 44 -
56 0 103
98 0 108

167 0 111
3作目 88 44 -

58 0 96
96 0 108

136 0 111

可販果収量

各作の基肥リン酸施用区

を100としたときの指数

基肥リン酸

施用量

(kg/10a)(mg/100g)

可給態リン酸

● 土壌中の可給態リン酸の蓄積を回避 

導入をオススメする対象 
 キュウリ促成栽培農家（灰色低地土） 

※2017年9月における高知県内キュウリ主要3産地のJA販売平均
価格に基づき、窒素施用量を42kg/10aとして試算。 

農林水産省 園芸作物課のコメント 
  土壌中に蓄積されているリン酸を有効活用することで肥料コスト 
 を低減することができ、またリン酸過剰により引き起こされる病害 
 や生理障害を防止することも可能です。 
  本基準を参考に、適正施肥に取り組んでいただきたいです。 



開発機関： 農研機構果樹茶業研究部門、予算区分【運営費交付金】 

「巨峰」より果粒が大きく、高糖度・低酸含量・良肉質の種なし栽培可能な赤色大粒ブドウ 

導入をオススメする対象 
 全国のブドウ生産地、特に「巨峰」、 
 「ピオーネ」の生産を主体とした地域。 

・ブドウの栽培は大粒で黒色の「巨峰」や「ピオーネ」に偏っており、ブドウの需要を拡大するには、外観が異なり、食味の優れる
大粒ブドウ新品種が望まれている。 
・近年は、種なし果実の需要が高く、種なし栽培が可能な品種が望まれている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・赤色・高品質・大粒の種なしブドウを生産に組み入れることにより、生産者の収益向上に寄与。 
 ・「巨峰」や「ピオーネ」とは異なる外観、食味を持つブドウの提供により、多様な消費者ニーズに対応。 
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極大粒、「巨峰」や「ピオーネ」より高糖・低酸含量な赤色ブドウ 
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１．「巨峰」や「ピオーネ」より果粒が大きく、果皮が赤いため異なる外観。 
２．高糖度、低酸含量で高品質。肉質はやや硬い崩壊性。 
３．甘くて特徴的な良香。種なし栽培可能。 
 

●外観や食味が異なるブドウの提供が可能 
「クイーンニーナ」の導入で、食味の良好な赤色ブドウを生産に組み入れ
ることにより、黒、赤、青の組合せによる多様性のあるブドウ販売、収益
の向上が期待。 

「巨峰」      「ピオーネ」 
黒系 

「クイーンニーナ」 
赤系 

「シャインマスカット」 
青系 

【今後】 「クイーンニーナ」の導入で多様な消費者ニーズに対応 

【従来】 高品質な赤色大粒ブドウは限られていた 

ブドウ新品種「クイーンニーナ」は、 

「巨峰」      「ピオーネ」 
黒系 

「シャインマスカット」 
青系 

大粒で食味が優れ果皮色の赤いブドウ新品種「クイーンニーナ」 

農林水産省 園芸作物課のコメント 
  大粒で種のないブドウが消費者に望まれる中で、これまでなかった赤色系で種なし 
 栽培が可能な新品種です。また、既存の黒系や青系に比べて大粒で高糖度です。 
  赤・黒・青の組み合わせなど、多様な生産販売により収益向上が期待できます。 

品種名 収穫盛期 果房重
(g)

果粒重
(g) 果皮色

クイーンニーナ 9月1日 517 17.6 赤
巨峰 8月27日 426 12.4 紫黒
ピオーネ 8月28日 534 16.7 紫黒

品種名 糖度
(%)

酸含量
(g/100ml)

クイーンニーナ 21.7 0.37 崩壊性 硬
巨峰 19.3 0.50 中間 中
ピオーネ 19.5 0.45 中間 中

肉質
果肉特性　　　果肉硬度

いずれも長梢剪定樹で、満開期および満開10～15日後にジベレリン25ppmを浸漬処理



開発機関：農研機構果樹茶業研究部門、予算区分【運営費交付金】 

晩生のニホンナシ需要の拡大が期待できる新品種 

甘くて柔らかい、豊産性の晩生ニホンナシ新品種「甘太(かんた)」 

・ニホンナシでは軟らかい肉質が好まれ、早生では「幸水」、中生では「豊水」が普及しているが、主要な晩生品種は肉質が硬く
食感が劣る。 

・また、低コストで安定生産でき、栽培しやすい豊産性の品種が望まれている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・晩生のニホンナシ需要を大きく拡大する品種として、南東北から西南暖地まで全国的な普及
が期待。 
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導入をオススメする対象 
 全国のニホンナシ生産者 

高糖度で果肉が軟らかく食味良好、豊産性の晩生ニホンナシ新品種「甘太」 
現在の晩生ニホンナシの主要品種である 
「新高」よりも、品質、収量ともに高く、 
高収益が期待できる。 
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主要品種と比べ、 
糖度が高く 
軟肉質で食感が 
良い 

主要品種と比べ、 
若木では 
極めて高収量 

ニホンナシ新品種 「甘太」 の特性 
「甘太」の果実特性 （農研機構　2012-2013）

甘　太
幸　水
豊　水
新　高

「甘太」の樹体特性 （農研機構　2012-2013）

甘　太
幸　水
豊　水
新　高
＊6~7年生の平均

やや多～多
中
多
多

36.2
16.2
25.1
16.9

強
中

やや強
やや弱～中

多
少
中
多

12.6

4.4
5.4
5.1
6.9

10/1
8/20
9/8
9/20

（ポンド）
収穫盛期
（月/日）

14.7
13.0
13.1

品　種

品　種 樹勢
短果枝
の着生

えき花芽
の着生 （kg/樹）

収量＊

糖度
（％）

果肉硬度

農林水産省 園芸作物課のコメント 
  これまで肉質の固い品種が多かった晩生のニホンナシで、 
 食感に優れた軟らかい肉質の新品種が出来ました。 
  また、他の主要品種と比べて高糖度で、かつ高収量での安定 
 生産が可能です。新たな晩生ニホンナシの需要拡大と収益の 
 向上に繋がるオススメ品種です。 



海外で人気が高まる植木・盆栽類の産地の活性化や輸出の拡大を実現するための画期的な検疫対策 

植木類輸出促進に向けた害虫の防除手法の開発 

導入をオススメする対象 
 埼玉県、福岡県、愛知県、香川県など、 
 植木輸出生産者を擁する地方自治体・業者 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・ 「日本産植木」ブランドの強化による輸出量の安定的拡大→強い農業を実現 
 ・新規輸出先開拓や輸出樹種拡大により植木産地の経営改善や技能継承が強化 
  →強い産地の実現 
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輸送後まで検出数をゼロにできることを実証 
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・輸出阻害の主要因（オオハリセンチュウ）を特定 
・オオハリセンチュウに効果的な２剤を新たに適用拡大し、防除手法を確立 
・処理してから輸送期間をへても検出数をゼロにできることを実証  

安定的輸出が可能となり、輸出額の増加に貢献 
県内植木輸出額1.9倍（平成25年、5年前(成果導入前）比） 

・検疫合格割合の改善 ： 「強くそう思う」55％、「そう思う」45％ 
 （大規模輸出業者へのアンケート結果） 

輸出阻害の主要因となる 
オオハリセンチュウ 

開発した根鉢浸漬法 

・ 日本の伝統的植木・盆栽類は、海外で人気が急上昇し需要が大幅に増加するなど、輸出の機運が高まっている。 
・ ところが、輸出先で盆栽から線虫が検出され、輸出がストップする事例が増加し、１件で最大数千万の損害が発生している。 
・ これまで植木・盆栽類の線虫に関して生態や防除手法の情報は少なく、対応が急務である。 

導入生産者は効果を実感、産地の活性化へ 

輸出される植木 
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開発機関： 千葉県農林総合研究ｾﾝﾀｰ、農研機構中央農業研究ｾﾝﾀ-、森林研究・整備機構、埼玉県農林総合研究ｾﾝﾀｰ、 
 （有）ネマテンケン、横浜植木（株）、千葉県植木生産組合連合会、埼玉県輸出盆栽研究会、 
             予算区分【競争的資金、県単独予算】 
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←輸送期間→ 

対策あり 

対策なし 

100g 農林水産省 植物防疫課のコメント 
  ＥＵ諸国への盆栽輸出が好調ですが、最近、検疫で線虫が検出されて 
 輸出を取り止める事例が出ています。オオハリセンチュウの駆除に高い 
 効果をもつ、「根鉢浸漬法」の活用をオススメします。 
農林水産省 園芸作物課のコメント 
  植木・盆栽等は、花き輸出額の大部分を占めており、近年需要が増加して 
 いる一方で、資源の枯渇が懸念されています。 
  本手法は、持続的かつ安定的な輸出に資するものなので、オススメです。 
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開発機関： 農研機構果樹茶業研究部門、予算区分【運営費交付金、競争的資金】  

国内外で需要が拡大する抹茶や粉末茶の生産に対応可能な、栽培適地が広く、被覆栽培に適した高品質な緑茶用新品種 

抹茶や粉末茶に適した緑茶用新品種「せいめい」 

導入をオススメする対象 
 関東以南の主要な茶生産地域における 
 生産者（抹茶、粉末茶、かぶせ茶、煎茶 
 の生産者） 

・最近10年で、抹茶の生産量は約２倍に増えており、今後も、国内需要の増加と輸出量の増加が見込まれる。 
・茶園面積の約75％で栽培される主要品種「やぶきた」は、高樹齢化が進み、抹茶・粉末茶の需要増への対応が困難である。 
・そのため被覆栽培で収量が多く、粉末の色合いに優れ、栽培適地が広い抹茶・粉末茶用の新品種が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・ 高品質な抹茶、粉末茶、かぶせ茶、煎茶の提供による日本産緑茶のブランド力強化と国内外における 
需要拡大が期待される。 
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多収で栽培適地が広く、病害にも強い、高品質な緑茶用新品種 
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高品質な国産緑茶の安定・多収生産 

被覆栽培の「せいめい」一番茶園相 

耐寒性は「やぶきた」並で「やぶきた」より病害に強い 

赤枯

抵抗性

裂傷型

凍害

抵抗性

炭疽病 輪斑病 赤焼病 もち病

せいめい 中 やや強 中 強 中 やや強

やぶきた やや強 中 弱 弱 中 やや弱

品種名

耐寒性 病害抵抗性

せいめい やぶきた 

粉末茶のアミノ酸量が 
「やぶきた」より多い 
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◎ 「やぶきた」が栽培可能な主要茶産地に導入できる 

 → 抹茶や粉末茶の需要増に対応 

 → 病害に強く、殺菌剤を削減可能 

「せいめい」抹茶 

◎ 碾茶、釜炒り碾茶、もが茶の製茶品質に優れる 

 → 色合いと旨味に優れる抹茶や粉末茶の生産 

◎ かぶせ茶や煎茶の製茶品質に優れる 

 → 高品質な緑茶全般の生産が可能で汎用性が高い 

「せいめい」煎茶 

せいめい やぶきた 
被覆栽培における粉末茶の色合いが 

「やぶきた」より優れる 旨味に優れる 被覆栽培で「やぶきた」より多収 
農林水産省 地域対策官のコメント 
  欧米を中心に有機抹茶の人気が高まっています。 
  抹茶適性に優れ、病害にも強い「せいめい」は、高品質な 
 日本茶の輸出拡大に寄与するオススメ品種です。 
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所ニュース表１

				品種名 ヒンシュメイ		耐寒性 タイカンセイ						病害抵抗性 ビョウガイ テイコウセイ

						赤枯
抵抗性 アカ カ テイコウセイ		裂傷型
凍害
抵抗性 レッショウガタ トウ ガイ テイコウ				炭疽病 スミ ソ ヤマイ		輪斑病 リン マダラ ヤマイ		赤焼病 アカ ヤキ ヤマイ		もち病 ビョウ

				せいめい		中 チュウ		やや強 キョウ				中 チュウ		強 キョウ		中 チュウ		やや強 キョウ

				やぶきた		やや強 キョウ		中 チュウ				弱 ジャク		弱 ジャク		中 チュウ		やや弱 ジャク







開発機関：北海道立総合研究機構、（一社）ジェネティクス北海道、予算区分【一般共同研究】 

ＤＮＡの情報から生後すぐにでも種雄牛および雌牛の産肉能力値を算出し、選抜に活用できる技術 

産肉能力のゲノム育種価を活用した黒毛和種の早期選抜法 

導入をオススメする対象 
 ・北海道の黒毛和種種雄牛造成機関 
 ・黒毛和種繁殖農家 
 ・繁殖肥育一貫農家 

・黒毛和種は、産肉能力（枝肉重量や脂肪交雑等の肉量・肉質を指す）の高い種雄牛および雌牛から後継牛を残すことで改良を
進めるが、能力を知るには産子の枝肉成績を待つ必要があり、約５年かかる。 

・早期に種雄牛および雌牛の産肉能力を高い精度で予測する技術が強く求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・黒毛和種牛群の改良の効率化および和牛ブランド力の向上に貢献。 
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早期に精度よく産肉能力値を予測できる選抜技術 
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改良スピードはこれまでの２倍に向上 

枝肉 

DNA 

SNPチップ＊ 

＊一度に数万箇所の遺伝子型を判定できる器具 

１．DNAデータベースの構築 

・数千頭規模のDNAデータベースを構築 
・能力値（ゲノム育種価）を算出できる 
 遺伝子型と枝肉成績との関係式を作成 

２．ゲノム育種価の精度 

・ゲノム育種価は、育種価（実際
の能力）との間に高い相関 

 ⇒ 精度よく能力予測可能 

kg 
牛群の改良スピード比較 

能力の高い子牛出荷で、購買者からの評価向上 

繁殖農家におけるゲノム育種価の導入イメージ 

農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究統括官室 のコメント 
  本技術の活用により、世代間隔の短縮が図られ、ゲノム育種と 
 従来の育種価との相関性に留意することで、黒毛和種の改良速度 
 の向上に資することが期待されます。 
  一方、産肉性だけでなく、繁殖性や飼料利用性など生涯生産性に 
 関連する形質に着目した取組の展開が必要と考えられます。 
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開発機関：農研機構動物衛生研究部門、農研機構食品研究部門、（株）相馬光学、 
              予算区分【運営費交付金、委託プロジェクト研究】 

放牧衛生検査の現場で迅速・簡便に貧血牛の発見が可能な、近赤外分光法を利用した携帯型の貧血関連血液成分測定装置 

放牧衛生検査等で利用できる携帯型簡易貧血測定装置の開発 

・牛の放牧では小型ピロプラズマ病を中心とした重要疾病があり、主症状である貧血を見出すため定期的な衛生検査が実施されている。 
 しかし、放牧場の条件によっては、検査結果を得るまでに長い時間や大きな労力がかっていることが少なくない。 
・そのため、検査現場で簡便・迅速に貧血牛を発見し、速やかに治療・処置を開始できる携帯型の簡易貧血測定装置が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

・放牧衛生検査に係る労力・時間、経費の削減。貧血牛の迅速な発見・早期治療に貢献。 
・放牧病による損耗の低下につながり、自給飼料を有効利用する放牧の推進に寄与。 

導 

入 

メ 

リ 

ッ 

ト 

導入をオススメする対象 
 ・全国の放牧衛生検査を実施している家畜保健衛生所   
 ・全国の牛の臨床獣医師 

放牧衛生検査現場で貧血牛を迅速・簡便に発見可能な携帯型簡易
貧血測定装置 

・検査に基づく迅速な処置、治療が可能 
採血現場で貧血牛を迅速に発見、処置・治療の開始 
 →疾病（小型ピロプラズ病）による損耗の低減 

 

・検査にかかる時間・労力の低減 
従来法の毛細管遠心法に比べ、検査時間・労力とも 
50％以下となりうる（放牧場の条件による） 

 

・検査にかかる器具、消耗品が不用 
 経費の節減、廃棄物の低減 

上：装置本体と操作・データ 
  管理用タブレットPC 
下：測定結果の表示（タブレットPC） 
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１．どこでも測定可能 
・小型（180×270×240mm）・軽量（4.8kg） 
・バッテリー満充電で約5時間駆動可能 

３．高い精度で測定 
・測定項目 
 ヘマトクリット値、赤血球数、 
 ヘモグロビン量、平均赤血球容積  
 ＊測定誤差：ヘマトクリット値では、測定値として±約２ %以内 

２．短時間で測定 
・採血管に入った血液をそのまま測定  
・測定時間は1サンプル約30秒 

４．現場で使いやすい 
・操作手順は、ＰＣ画面上の表示と音声により案内 
・測定データは牧場、個体毎に自動保存され、  
 ワンタッチで呼び出し、過去データと比較が可能 

簡易貧血測定装置 

Ｓtep１～Ｓtep４までを、検査中の牛の
待機や検査後の再集畜なしに、同一
の場所で短時間に実施可能 

 従来法 
Ｓtep１ 集畜・採血 

 Ｓtep ３ 検査（毛細管遠心法） 

 Ｓtep 4 処置（退牧）・治療 

Ｓtep ２ 検査場所へ移動 

農林水産省 家畜防疫対策室のコメント 
  小型ピロプラズマは、牛の放牧上、重要な疾病であり、その場で 
 簡便・迅速に検査結果がわかれば、周囲への感染を早い段階で 
 防止することも可能です。 
  大変有用な開発であり、放牧の推進にも有効と考えています。 



開発機関： 北海道立総合研究機構、株式会社トプコン、北海道大学、予算区分【一般共同研究】 

生育状況から推定した圃場内の地力ムラに応じて、施肥量を自動で変える可変施肥技術を畑輪作全体に適用 

畑輪作で活用できる生育履歴情報を利用したマップベース可変施肥技術 

導入をオススメする対象 
 北海道内の畑作農家 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・畑作物の収量増加と施肥量の適正化による資材費の抑制。 
 ・過剰な施肥を削減することにより、環境負荷軽減に寄与。 

導 

入 

メ 

リ 
ッ 
ト 
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・圃場内の地力はばらついているため、既存の土壌診断や生育診断の利用では収量増や施肥量の適正化に限界がある。 
・生育センサを活用した小麦の可変追肥技術は普及し始めているが、他の畑作物には対応していないため、畑輪作全体に利用
を拡大することで費用対効果を向上させ、平均的な規模の農家でも導入可能な可変施肥技術が求められている。 

・既存技術である小麦可変追
肥技術で取得した生育データ
を施肥マップに変換すること
で、後作以降のてん菜、馬鈴
しょでも可変施肥が可能 

・人工衛星やドローンの生育デ
ータも使用可能（shp、csvファ
イル） 

・ 可変施肥により、てん菜で5.9%、でん粉原料用馬鈴しょで
3.2%増収 

システムの利用下限面積 

可変追肥作業等で取得した生育データを後作以降の可変施肥に活用する 
ソフトウェア 

・ 導入機器の償却に必要な面積は、従来の小麦のみの利
用と比較して、畑輪作全体で活用することで、大幅に縮小 

 → 北海道の平均的規模の畑作農家で導入可能！ 

取得 

施肥マップ作成ソフト 

追肥作業と同時に畑の生育を 
GPSの位置情報とともに記録 

変換 

出力 

地力ムラに応じた量の肥料を撒
ける施肥マップへ変換 

走るだけでマップのとおり
に自動で肥料散布 

センシングの
翌年以降 

GPSガイダンスで使われる端末 生育マップ 施肥マップ 

3.2% 
5.9% 

農林水産省 技術普及課のコメント 
  可変施肥やドローン調査等を行った後の小麦の生育マップ 
 からほ場の地力ムラを推定し、後作の作物の基肥を可変施肥 
 できる。 
  北海道で畑輪作に取り組む農家におすすめしたい技術。 



開発機関：農研機構農村工学研究部門、株式会社北海コーキ、予算区分【運営費交付金、その他外部資金】 

畑作物の安定生産を実現するために、生産者が営農作業として実施できる新方式の排水改良技術のラインナップを市販化 

生産者が使える簡便でリーズナブルな排水改良技術のラインナップ 

・ 豪雨が顕在化するなかで畑作物の安定生産や野菜作の導入には排水対策が重要である。 
・しかし、生産者自らが実施できる従来の排水改良技術では、十分な排水効果を得にくく、施工に手間がかかることが多かった。 
・ そのため、生産者自身がトラクタ作業等でも施工可能な、簡便で効果的な排水改良技術が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

・田畑輪換における排水対策として畑作物の導入に貢献できる。 

・土壌条件や輪作体系等に応じて適した排水対策が実施でき、畑作物生産の経営改善に寄与。 

導 

入 

メ 
リ 
ッ 

ト 

導入をオススメする対象 
 全国の畑作物の生産者（個人・法人の生産組織、 
 コントラクター等）、レンタル業・土地改良区やJA組織 
 によるレンタル、作業請負業・建設業等 

多様な土壌と栽培条件に対応する３方式・５機種のトラクター用排水改良機をラインナップ 

畑作物の生育改善・収量性向上 

 ・施工に圃場の排水性が改善され、コムギなどの畑作 

  物の生育が良好になり、収量性が向上して、収益の 

  改善が期待される 

多様なトラクタ（出力20～120ps）やほ場条件に合わ
せて、生産者自身で排水改良が可能 

• 全工法ともに資材を購入・準備する必要がない 

• 50cm以下の深層から30cm程度の浅層までの改良深
の選択が可能 

●●● 22 ●●● 

部品 

交換 

穿孔暗渠機 ｢カットドレーン」 
(特許第6021072号) 

大型トラクター用（60～120ps級） 

同上 ｢カットドレーンmini｣ 
(特許第6021072号) 

小型トラクター用（20～50ps級） 

１．穿孔暗渠 
無資材で土中に暗渠となる通水空洞
を構築 ＜粘土と泥炭土に最適＞ 

溝掘りユニット 
｢カットサーフ｣ 

２．溝掘り機 
穿孔暗渠機の部品交換
だけで細く深い溝を構築 

有材補助暗渠機 ｢カットソイラー｣ 
（特許第6187874号） 

大型トラクター用（60～120ps級） 

３．有材補助暗渠 
地表面に散在するワラ等の残渣を集め
て地中に挿入・埋設した排水溝を構築 
＜概ね全土壌に対応＞ 

カットソイラー 

カットドレーン 

無処理（暗渠有り） 

各工法による排水改善効果 各工法による収量改善効果 部品 

交換 農林水産省 技術普及課のコメント 
  作物・作型・ほ場条件に応じて生産者が簡易に実施できる 
 排水改良技術。頻発する大雨への対策も念頭に、小回りの 
 きく暗きょ施工技術として、是非ご検討ください。 



開発機関：農研機構西日本農業研究センター、予算区分【運営費交付金】 

金網等の侵入防止柵の接地部分に単管パイプ等をつなげて地面に這わせるように柵と一体化させ、イノシシやシカのくぐり抜けを防止する技術 

侵入防止柵の接地部をパイプで補強する、イノシシのくぐり抜け防止技術 

・ これまでの農地侵入防止柵は、野生動物に飛び越えられないことを考えて設置されてきたが、設置や管理の状況によっては、
イノシシが柵を確認し、生じた隙間を抜けることから、十分な被害防止効果が得られないケースが少なくなかった。 

・ そのため、イノシシのくぐり抜けによる農地への侵入を防止し、被害を軽減させる侵入防止技術が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

・農作物の安定生産による所得確保。 
・安定した収穫により、飼料用作物の自給率の向上に貢献。 

導 

入 
メ 
リ 
ッ 

ト 

導入をオススメする対象 
 ・全国のイノシシの被害を受けている農地 
 ・野生獣侵入防止用の広域柵を設置している地域  

イノシシが柵の地際を押し開けてくぐることができなくなる強力かつ簡易な補強技術 

実証規模を想定した放牧地および採草地（計約
30ha、外周延長約5km）において、本技術を導入
後３年を経過しても、侵入は認められない。 

 イノシシの成獣が最大限の力で押しても 
 破壊されることなく侵入防止効果を維持  

【参考情報】 
・ 間伐した竹等、棒状のもので代用可能。 
・ シカ対策にも利用できる。 
・ 凹凸が多い地形では、緊張具によりテン
ションをかけた金属ワイヤーロープとペ
グの利用で、同様の効果が期待できる。 

イノシシは柵の隙間から侵入する 
・オスのイノシシが鼻や頭で物を押し上げたり、 
  押す力量は70kg程度ある。 
・接地部の補強をしていない金網は、イノシシに 
  接地部を押し開けられる可能性が高い。  
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パイプと柵の
接地部を結束 

パイプ同士は
つなげる 

イノシシの行動特性を熟知した補強技術 
金網の接地部に、22mm径の単管パイプを結束バンドで
取り付ける（20〜25cm間隔で結束） 

技術導入 

農林水産省 鳥獣対策室のコメント 
  こうした技術を活用して防止柵の効果を高めるとともに、 
 正しく柵を設置し、定期的な見回りを行うなど、引き続き 
 適切な維持・管理をお願いします。 



「最新農業技術・品種２０１８」 技術・品種一覧 問い合わせ先 

番号 研究成果名 研究代表機関 問い合わせ先 

1 水稲鉄コーティング湛水直播栽培に適する肥効調節型肥料 岩手県農業研究センター 0197-68-4422 

2 早生で多収の極良食味水稲新品種「つきあかり」 農研機構中央農業研究センター 029-838-8509 

3 縞葉枯病抵抗性で良質良食味の水稲品種「いなほっこり(中国209号)」 農研機構西日本農業研究センター 084-923-5231 

4 縞葉枯病抵抗性で茎葉多収、高糖分のイネWCS専用品種「つきすずか」 農研機構西日本農業研究センター 084-923-5231 

5 製パン適性の優れる寒冷地向け小麦新品種「夏黄金」 農研機構東北農業研究センター 019-643-3407 

6 寒冷地向けもち性大麦新品種「はねうまもち」 農研機構中央農業研究センター 029-838-8509 

7 落葉病抵抗性を付けた「エリモショウズ」、アズキ新品種「エリモ１６７」 北海道立総合研究機構十勝農業試験場 0155-62-9808 

8 ソバ小畦立て播種による湿害回避と収量改善 福井県農業試験場 0776-54-5100 

9 大玉で多収、病虫害に強いバレイショ新品種「アイマサリ」 長崎県農林技術開発センター 0957-36-0043 

10 調理しやすく加工適性も優れるばれいしょ品種「はるか」「ピルカ」 農研機構北海道農業研究センター 011-857-9212 

11 タマネギ直播栽培における直下施肥を用いたリン酸肥料の減肥技術 農研機構北海道農業研究センター 011-857-9212 

12 東北・北陸地域に適するタマネギの春まき夏どり作型 農研機構東北農業研究センター 019-643-3407 

13 加工時に臭わず黄変しないダイコン新品種「悠白 (ゆうはく) 」と「サラホワイト」 農研機構野菜花き研究部門 029-838-6575 

14 キュウリ促成栽培における基肥リン酸施用要否のための可給態リン酸基準 高知県農業技術センター 088-863-4915 

15 大粒で食味が優れ果皮色の赤いブドウ新品種「クイーンニーナ」 農研機構果樹茶業研究部門 029-838-6451 

16 甘くて柔らかい、豊産性の晩生ニホンナシ新品種「甘太(かんた)」 農研機構果樹茶業研究部門 029-838-6451 

17 植木類輸出促進に向けた害虫の防除手法の開発 千葉県農林総合研究センター 043-291-0151 

18 抹茶や粉末茶に適した緑茶用新品種「せいめい」 農研機構果樹茶業研究部門 029-838-6451 

19 産肉能力のゲノム育種価を活用した黒毛和種の早期選抜法 北海道立総合研究機構畜産試験場 0156-64-0606 

20 放牧衛生検査等で利用できる携帯型簡易貧血測定装置の開発 農研機構動物衛生研究部門 029-838-7955 

21 畑輪作で活用できる生育履歴情報を利用したマップベース可変施肥技術 北海道立総合研究機構十勝農業試験場 0155-62-9835 

22 生産者が使える簡便でリーズナブルな排水改良技術のラインナップ 農研機構農村工学研究部門 029-838-7677 

23 侵入防止柵の接地部をパイプで補強する、イノシシのくぐり抜け防止技術 農研機構西日本農業研究センター 084-923-5231 

（注）「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」の略である。 
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