
品種特性 

１．発芽性に優れる。 

２．初期伸長性に優れる。 

３．早期高糖性である。 

４．茎が長く太いので、１茎重が重い。 

５．原料茎重は、３作型で「NiF8」より 
重く、可製糖量も同様に多い。 

開発機関：沖縄県農業研究センター 【予算区分：競争的資金】 

発芽性と茎の伸長性に優れ、広域的に多収が得られる新品種候補「RK97-14」を育成 

３作型で多収量となる沖縄県全域向けサトウキビ新品種候補「RK97-14」 

導入をオススメする対象 
 沖縄県各地のサトウキビ生産者  

・沖縄県では、サトウキビ生産者の高齢化や担い手の減少により、サトウキビの作付け面積が減少し、平均単収の低下も相まっ
て生産量は長期的な減少傾向にある。 
・サトウキビ産業の活性化に寄与する安定して多収量な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 

・サトウキビの単収向上により農家収益の増加に寄与するとともに、生産量増大でサトウキビ産業および地域
経済に大きな経済波及効果が期待できる。 
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「NiF8」 「RK97-14」 

現地試験における「RK97-14」の普及品種に対する 
可製糖量比 

育成経過 
 多収で病害抵抗性に優れる台湾育

成品種「F172」と、耐倒伏性や脱葉性

に優れる沖縄県育成系統「RF79-247」
を交配し、春植え、夏植え、株出しの３

作型で多収な「RK97-14」を育成した。 

普及品種に対して約30％＊の増収が期待 

＊各現地試験の増収比の平均 

◎ 

育成地（糸満市） 

作型 可製糖量 
（kg/a） 

春植え 96 （176%） 
夏植え 183 （143%） 
株出し 89 （142%） 

平均 123 （150%） 
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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】 
 

イタリアンライグラスと飼料用大豆の連続栽培により、タンパク質源飼料の自給生産を実現し、乳用牛飼養農家の経営安定に貢献 

若刈イタリアンライグラスと飼料用大豆の連続栽培によるタンパク質源飼料の生産技術 

導入をオススメする対象  
乳用牛飼養農家 

・アルファルファは乳牛飼養に不可欠なタンパク質源飼料であるが、日本の畑に多い酸性土壌への適応性が非常に低いため栽
培が難しく、大部分を輸入に依存している。 
・このため、アルファルファを代替できるタンパク質源飼料の自給生産技術を確立する必要がある。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

・栽培が困難であったタンパク質源飼料の自給生産が可能となることにより、乳用牛飼養農家の経営
が安定する。 
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イタリアンライグラス（IRG）の再生草による雑草抑制で大豆を省力栽培 

イタリアンライグラス収穫後の再
生草で大豆の畦間を被覆 

中耕や除草剤の散布なしに飼料用
大豆を省力的に栽培できる 

タンパク質源飼料を自給生産 

・粗タンパク質含量はイタリアンライグラスが15-17％、飼料
用大豆が20-25％で、いずれもタンパク質源飼料として利
用可能である。 

・栽培～サイレージ調製に必要な資材費は、乾物１kg（イタ
リアンライグラス、飼料用大豆共通）当たり約27円である。 
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開発機関：徳島県立農林水産総合技術支援センター、農研機構生物系特定産業技術研究支援センター 【予算区分：委託事業 不耕起対応トウモロコシ播種機の適応性拡大】 

播種深度を３cm以上にすることで、トウモロコシを不耕起播種しても、慣行の耕起栽培と同等の苗立率と収量を確保できる 

イタリアンライグラス跡地における飼料用トウモロコシの不耕起播種技術 

導入をオススメする対象 
 二毛作体系可能な生産者、コントラクター組織  

・飼料価格の高止まりを背景に、省力的で低コストな不耕起栽培による自給飼料生産が注目されている。 
・トウモロコシの不耕起栽培は、トウモロコシ二期作体系で普及している反面、二毛作体系におけるイタリアンライグラス等の牧草収穫跡地では、苗
立率と収量が悪く、普及が進んでいないので、安定した苗立率と収量が得られる不耕起播種技術の開発が必要。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

・二毛作体系でのトウモロコシの不耕起栽培の苗立率・収量が安定。 
・省力的で低コストなトウモロコシの不耕起栽培の普及に貢献。 
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施肥・不耕起播種 除草（前処理） 

不耕起の播種工程 

不耕起播種することで、
牧草収穫とトウモロコシ
の播種が連続する春の
農繁期にトウモロコシ
の播種を２工程で完了
できる。 

慣行の耕起栽培と同程度の苗
立率にまで改善するには、播種
深度を３ｃｍ以上にする。 

十分な播種深度を確保するため
の主な方法として、 

1.不耕起播種機本体の深度調
節を行う。 

2.降雨後などで、土壌が軟化し
ている時に不耕起播種する。 

播種深度が3cmより深い場
合、苗立が安定 

播種深度が3cmより浅い場
合、欠株が多い 

 苗立率が改善 

不耕起栽培で播種深度を３ｃｍ以上にすることで、
慣行と同程度の収量を確保 

 （播種深度） 

乾
物

収
量
比

 
(慣

行
を

10
0%

と
し
て

) 

作
業

時
間
比

 
(慣

行
を

10
0%

と
し
て

) 

燃
料

費
比

 
(慣

行
を

10
0%

と
し
て

) 

播種に要する作業時間は半減 播種に要する燃料費は１／５ 
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開発機関：農研機構北海道農業研究センター、北海道立総合研究機構、家畜改良センター、帯広畜産大学、（株）IHIスター、
（株）パイオニアハイブレッドジャパン、ホクレン農業協同組合連合会 【予算区分：競争的資金】 

輸入トウモロコシ穀実に代わる国産濃厚飼料イアコーン（トウモロコシ雌穂）サイレージの低コスト生産利用技術を提示 

国産濃厚飼料“イアコーンサイレージ”の生産利用技術 

導入をオススメする対象 
飼料用トウモロコシが生産可能な地域のTMRセン
ター、コントラクター組織等  

・配合飼料原料の輸入穀物価格が2008年から高止まりし、家畜生産における飼料費の抑制が喫緊の課題になっている。 
・環境負荷の小さい資源循環型畜産の実現には、濃厚飼料用作物を自給生産することが不可決である。 
・そのため、栄養価が高い飼料用トウモロコシ雌穂(イアコーン）を既存の機械をフル活用した低コスト生産給与技術体系の確立が必要。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

・酪農・畜産における自給濃厚飼料生産による飼料コストの低減と自給率向上。 
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イアコーンサイレージの低コスト生産利用技術体系の確立 

生産コストはハー
ベスタ、ベーラ所
有 の TMR セ ン
ターでの2010年

度試験に基づい
た試算結果 

イアコーンサイレージ導
入で、乳生産性を落とさ
ずに、15ポイントの飼料

自給率向上が可能とな
ることを実証（乳量38kg/
日設定TMR*2給与）。 

既存の機械利用とスナッパヘッド導入で、高栄養のイア
コーンサイレージをホールクロップ並の作業能率（1.2～
1.5ha/h）で収穫調製でき、長期保存ができることを確認 

TDN*1含量約80％のイアコーンロールベールサイレージは、乳
肉用牛の嗜好性が高く、輸入圧片トウモロコシの代替が可能 

生産利用マニュアルを策定 
飼料自給率向上 

圧片トウモロコシ購入価格並の生産コスト 

圧片トウモロコシ イアコーンサイレージ 

採食量、乳量
とも変化なし 

 

梱包ロスの低減や収量性の
向上により低コスト化が実現 

＊1：TDN：可消化養分総量（家畜が消化利用できる養分量） 
＊2：TMR：混合飼料（牧草等の粗飼料とトウモロコシ等の濃厚飼料を混合した飼料） 

イアコーンサイレージ生産利用技術導入で、購入飼料
費削減、乳生産性維持、自給率向上が可能となる。 
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開発機関：農研機構西日本農業研究センター、ゾイシアンジャパン（株） 【予算区分：運営費交付金、委託プロジェクト研究】 

維持管理しやすい芝生畦畔を、斜度30ﾟから45ﾟの急傾斜の法面においても容易に造成できる技術の開発 

二重ネット工法を用いた畦畔法面におけるシバ（Zoysia japonica）の植栽技術 

導入をオススメする対象  
東北以南の中山間地域等の畦
畔法面 

・高齢化が深刻かつ畦畔率の高い中山間地域では、畦畔管理の省力・軽労化が喫緊の課題となっている。 
・芝生へ植生転換すると省力・軽労化が可能だが、法面の傾斜が30ﾟを越えると、従来の張芝工法やポット苗工法では、作業性に大きな問題がある。 
・そのため、急な法面でも生産者自身によって容易にシバを植栽できる技術が必要。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

・シバ二重ネット工法により芝生畦畔への植生転換が進むと、畦畔管理費が削減されると共
に、農村に芝生畦畔による美しい景観が成立する。 
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市販されている、シバのほぐし苗を挟
んだ木綿の二重ネットを利用 

・通常の雑草畦畔では年４～５回の草刈りが必要
だが、芝生畦畔では夏期の草刈り削減をはじめ、
年３回程度の草刈りとなる（畦畔管理費は25～
40％カット）。 

・芝生畦畔では、草刈りとシバ以外の雑草だけを
枯らす選択性除草剤、双方による維持管理が可
能となる。 

・芝生畦畔は足元の状況が確認し易く、草刈時に
転倒の危険性が低い。 

・芝生畦畔は、優れた景観を形成する。 

二重ネット工法の利用で急傾斜の畦畔法面を容易にシバへ植生転換 
斜度30ﾟから45ﾟの急傾斜の法面でも生産者
自身で容易にシバを植栽できる技術。 
 
作業能率は従来の植栽方法に比べて極め
て高く、５名程度の組作業で植栽できる。 
 
［手順］ 
1．前植生をあらかじめ野焼きや除草剤で処

理する。 
2．５cmの床土を入れて、６月上旬に二重

ネットを展開し、直ちに１cmの目土を入れ
る。 

3．植栽した年には９月に１回、次年からは５
月、７月及び９月の年３回の刈取りで、お
おむね２年から３年で芝生畦畔が成立す
る。 

畦畔の管理費は25～40%削減可能 

二重ネットの展開 
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開発機関：農研機構中央農業研究センター（北陸研究拠点）、新潟県農業総合研究所  
【予算区分：委託プロジェクト研究、運営費交付金】 

多雪重粘土地域における地下水位制御システムを利用した乾田直播栽培の導入、水稲－大麦－大豆輪作体系の実証 

北陸地域の地下水位制御システムにおける新技術導入効果の実証 

 ※導入をオススメする対象 
北陸地域で地下水位制御システムを
導入または検討している圃場で水稲
－大麦－大豆等の輪作を行っている
生産者および普及機関  

・排水不良や作目間の作業競合が大きい日本海側の多雪重粘土地域では、作業性が低く、大麦や大豆の収量安定化が難しい。 
・より省力的な条件で輪作体系を推進するためには、地下水位制御システムを活用した各作業工程の省略化が必要である。 
・地下水位制御システム導入地域において、輪作体系の現地実証により作物生産性、省力性・コスト低減を明らかにする。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・地下水位制御システムを利用した水田輪作体系における作物生産性の向上、省力化、コスト低減。 
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ト 
図 実証試験地における水稲－大麦
－大豆の収量 
対照は2008年の作物統計における北陸地方の平均収

量。水稲実証はV溝直播実証試験地2014年の収量、参

考は鉄コーティング湛水直播実証試験地2013～2014

年の平均収量。大麦、大豆の実証は2013～2014年の

平均収量。エラーバーは標準偏差。 
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図 実証試験地における水稲－大
麦－大豆の費用合計 
実証は新潟県T市の実証試験結果から試算した

値。本システム施工費の年負担額は1,500円/10a

として計上。 
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・実証試験では、各作目の収量が北陸平均収量より水稲で１割程
度、大麦で５割、大豆で９割高い。 

・延べ作付面積の拡大により費用合計は、生産費調査の対比で
概ね１俵あたりで水稲は北陸対比約３割、大麦は全国対比約２
割、大豆は北陸対比約４割の削減が期待できる。 

水田輪作体系（水稲－大麦－大豆）に地下水位制御システム*を導入。 

*水田に、暗渠管、水位調整装置及び自動

給水装置を一体的に整備し、水位を地下
30cmから地上20cmの間の設定値におい
て自動的に維持するシステム 

地下水位を制御することで乾田直播の導入による省力化、排水性の確
保による機械作業の容易化や、融雪時や梅雨時の迅速な排水による
収量の安定が実現。 

水田輪作体系における収量の向上、コスト低減の実現 

乾田直播の導入 迅速な排水による収量の安定 

地下水位制御システムの概要 
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「最新農業技術・品種２０１６」個別品種・技術 問い合わせ先
研究成果名 主な開発機関 問い合わせ先

イネ稲こうじ病の薬剤散布適期判定システム 農研機構 中央農業研究センター 029‐838‐8902

JPP‐NETヒメトビウンカ飛来予測システム 農研機構 九州沖縄農業研究センター 096‐242‐7731

水稲の「密苗」移植栽培技術 石川県農林総合研究センター農業試験場 076‐257‐6911

硝子率が低く精麦品質が優れる早生・多収の裸麦品種「ハルヒメボシ」 農研機構 西日本農業研究センター 084‐923‐5231

淡色味噌に好適で晩播栽培において多収の大豆品種「あきまろ」 農研機構 西日本農業研究センター 084‐923‐5231

納豆加工適性に優れたセンチュウ抵抗性大豆新品種「スズマルR」 北海道立総合研究機構中央農業試験場 0123‐89‐2001

殺線虫剤削減にむけた砂質土壌におけるサツマイモネコブセンチュウ
被害予測

農研機構 西日本農業研究センター 084‐923‐5231

高カロテノイドで良食味、複合病虫害抵抗性のバレイショ新品種
「ながさき黄金」

長崎県農林技術開発センター 0957‐36‐0043

イチゴ種子繁殖型品種「よつぼし」、それを使った省力育苗と種苗流通 三重県農業研究所 0598‐42‐6358

ニンニク周年供給のための収穫後処理技術 青森県産業技術センター野菜研究所 0176‐53‐7171

結露センサーを用いた暖房機制御によるシソ斑点病防除 高知県農業技術センター 088‐863‐4915

カボチャ新品種「ジェジェＪ」を利用した端境期出荷のための新栽培出荷
体系

鹿児島県農業開発総合センター 099‐245‐1125

促成栽培ナスにおける増収効果の高い日の出後CO2施用 福岡県農林業総合試験場 0944‐32‐1029

にらのネダニ類に対する温水処理の防除効果 栃木県農業試験場 028‐665‐7149

カキノヘタムシガの性フェロモンを利用した新規交信攪乱剤の開発 岐阜県農業技術センター 058‐239‐3135



研究成果名 主な開発機関 問い合わせ先

ブドウ「シャインマスカット」の省力栽培技術 群馬県農業技術センター 0270‐61‐0066

ブドウ「シャインマスカット」の穂軸からの水分補給による長期貯蔵技術 山形県農業総合研究センター園芸試験場 0237‐84‐4125

ブドウ「シャインマスカット」の専用カラーチャートの開発 山梨県果樹試験場 0553‐22‐1921

露地栽培におけるニホンナシ発芽不良軽減のための管理技術 熊本県農業研究センター果樹研究所 0964‐32‐1723

輪ギクにおける実需者ニーズに基づく新規格効率生産体系の確立 愛知県農業総合試験場東三河農業研究所 0532‐61‐6235

無側枝性を有する10月咲き二輪ギク品種の育成 奈良県農業研究開発センター 0744‐22‐6201

一酸化二窒素の発生を抑制する茶園の土壌管理技術 滋賀県農業技術振興センター茶業指導所 0748‐62‐0276

中山間地に対応した軽トラック積載型自走式茶園管理機 佐賀県茶業試験場 0954‐42‐0066

ケーンハーベスタによる採苗と無選別蔗苗の適切な植付けによる省力
作業体系

鹿児島県農業開発総合センター徳之島支場 0997‐86‐2004

３作型で多収量となる沖縄県全域向けサトウキビ新品種候補「RK97‐14」 沖縄県農業研究センター 098‐840‐8505

若刈イタリアンライグラスと飼料用大豆の連続栽培によるタンパク質源
飼料の生産技術

農研機構 東北農業研究センター 019‐643‐3543

イタリアンライグラス跡地における飼料用トウモロコシの不耕起播種技術 徳島県立農林水産総合技術支援センター 088‐694‐2023

国産濃厚飼料“イアコーンサイレージ”の生産利用技術 農研機構 北海道農業研究センター 011‐857‐9236

二重ネット工法を用いた畦畔法面におけるシバ（Zoysia japonica）の植栽
技術

農研機構 西日本農業研究センター 084‐923‐5231

北陸地域の地下水位制御システムにおける新技術導入効果の実証 農研機構 中央農業研究センター（北陸研究拠点） 025‐523‐4131

（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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