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　このメールマガジンは、普及事業に関する情報などを、登録された皆様に無
料でお届けするものです。もし、まわりに登録されていない方がいましたら、
ぜひ登録をお勧めください。
　登録先は、 http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html をご覧ください。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

　　　　　【　本　号　の　内　容　】

【施策情報】
☆アグリサーチャーニュースvol.3を発行しました
☆施設園芸省エネルギー生産管理マニュアルの改定及び施設園芸の生産現場での省エネル
ギーの取組強化の徹底について
☆「有機農業の栽培マニュアル」のご紹介
☆新刊の案内：『平成28年度行政対応特別研究［飼料用米］研究資料』『食料供給プロジ
ェクト【品目別分析】研究資料 第4号』

【新品種・新技術等のお知らせ】
☆農林水産技術会議事務局から研究成果情報等のお知らせ

╋╋・‥…　施策情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆アグリサーチャーニュースvol.3を発行しました
【農林水産技術会議事務局研究企画課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　アグリサーチャーは農業に関する研究成果をスマートフォンからでも手軽に検索できる
サイトです。昨年４月の公開以降、毎月約７千件のアクセスをいただいています。
　８月にアグリサーチャーに掲載している研究成果や研究者をご紹介する「アグリサーチ
ャーニュース」を創刊し、この度、第３号を発行しましたのでお知らせします。今回は早
生で多収の極良食味水稲新品種「つきあかり」などを掲載しています。ぜひご覧下さい。
　http://www.affrc.maff.go.jp/agresearcher/news/index.htm
・アグリサーチャーはこちら
　https://mieruka.dc.affrc.go.jp/
・ユーザー登録もぜひお願いします。ご関心分野に応じたメールをお送りします。
　https://mieruka.dc.affrc.go.jp/user/add
　普及指導員のみなさま、ぜひ一度アグリサーチャーをご利用頂き、様々な研究成果を現
場でご活用いただきますよう、また、生産者様への積極的な周知も併せてどうぞよろしく
お願いします。

※お問い合わせ先：
農林水産技術会議事務局研究企画課情報調査班
佐藤、中村（03-3501-9886）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆施設園芸省エネルギー生産管理マニュアルの改定及び施設園芸の生産現場での省エネル
ギーの取組強化の徹底について
【生産局農業環境対策課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１　施設園芸省エネルギー生産管理マニュアルの改定
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　生産局では、「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル」及び「施設園芸省エネルギ
ー生産管理チェックシート」に新たな情報を加えることを基本として見直しを行いまし
た。
　本マニュアルをご活用いただき、ご自身の温室や栽培方法に合った省エネルギー対策の
推進にお役立て下さい。

＜主な追加情報＞
  ・ヒートポンプの周年的な活用やＪ－クレジット制度の活用
  ・地中熱ヒートポンプ等の地下水・地中熱の利用技術
  ・今後、普及が期待されるナノファイバー利用の多層断熱資材、花きの短時間夜間冷房
技術などの省エネ型の新たな技術
  ・その他、暖房機の廃熱利用、保温性の高い被覆資材の利用、省エネ型の品種や作型へ
の転換など

○マニュアル等は、こちらに掲載されています。
  ・施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル（改定２版） 
    http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/pdf/manyual-kaitei2.pdf
  ・施設園芸省エネルギー生産管理チェックシート（改定２版）
    http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/pdf/check-kaitei2.pdf

２　施設園芸の生産現場での省エネルギーの取組強化の徹底について
　施設園芸では、加温等に多くのエネルギーを消費します。省エネルギーにより燃油使用
量の低減を図ることは、生産コストの低減を図る上でも、温室効果ガスの排出削減を進め
る上でも重要な取組です。また、現在Ａ重油価格は昨年度の加温期に比べ上昇していま
す。
　このため、これから本格的な加温期を迎えるにあたり、生産現場での省エネルギーに向
けた取組の徹底をお願いする通知を発出しました。
　普及指導員のみなさまにおかれましては、生産現場において積極的な省エネルギー対策
が取り組まれるよう、ご指導のほどよろしくお願いします。

＜通知の内容＞
  ・「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル（改定２版）」及び「施設園芸省エネル
ギー生産管理チェックシート（改定２版）」を活用した、加温開始前の暖房機器の点検整
備や加温期の省エネ設備の適切な運転管理などにより省エネルギー対策の徹底を図る。
  ・ヒートポンプ等の省エネ設備の導入、内張カーテンの多層化、局所加温技術の導入や
省エネルギーに適した品種・作型への転換などを検討するとともに、省エネ技術を活用し
た産地形成に向けた取組や地中熱等の再生可能エネルギー利用などの技術導入についても
検討する。

○通知の本文は、こちらに掲載されています。
 　 http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/pdf/H301004ene-tsuchi.pdf

※お問い合わせ先
  生産局農業環境対策課資源循環推進班（担当：田井、上北）（03－3502－5956）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆「有機農業の栽培マニュアル」のご紹介
【農林水産技術会議事務局】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農研機構を中心とする研究グループは、「有機農業の栽培マニュアル」を作成し公開し
ています。暖地水田二毛作、施設ホウレンソウ、および高冷地露地レタスの有機農業栽培
体系とその留意点などを分かりやすく解説しています。また、イネ有機育苗培土の病害抑
制効果や有機物連用による土づくり効果など、有機農業に関する各種の情報も掲載してい
ます。
　さらに、マニュアルの内容を詳しく説明した「技術資料集」も公開しています。マニュ
アルと併せて現場の普及活動に活用いただけます。
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　なお、マニュアルについては希望者に冊子体を先着順で配布しております。希望される
方は農研機構中央農業研究センター産学連携室
（029-838-8421、koho-narc@naro.affrc.go.jp）までご連絡ください。

[有機農業の栽培マニュアル]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/narc/08
0900.html
[技術資料集]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/laboratory/narc/08
1481.html
※お問い合わせ先　
　農林水産省　農林水産技術会議事務局　研究統括官（生産技術）室（担当：田村）
（03－3502－2549）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆新刊の案内：『平成28年度行政対応特別研究［飼料用米］研究資料』『食料供給プロジ
ェクト【品目別分析】研究資料 第4号』
【農林水産政策研究所】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
農林水産政策研究所で発行した最新の刊行物は以下のとおりです。

『平成28年度行政対応特別研究［飼料用米］研究資料』
　飼料用米生産が地域農業構造に与える影響に関する調査研究
　以下のURLから御覧ください。
　http://www.maff.go.jp/primaff/kanko/project/28siryomai1.html

『食料供給プロジェクト【品目別分析】研究資料 第4号』
　需要拡大に向けた主要農水産物サプライチェーンにおける課題と取り組むべき方向
　以下のURLから御覧ください。
　http://www.maff.go.jp/primaff/kanko/project/30kyokyu4.html

※お問い合わせ先
  農林水産省農林水産政策研究所企画広報室広報資料課（担当：吉田、勝山）
（03-6737-9012）

╋╋・‥…　新品種・新技術等のお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農林水産技術会議事務局から研究成果情報等のお知らせ
【農林水産技術会議事務局】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　農林水産技術会議事務局では、生産現場を革新する可能性のある成果等を「食と農の研
究メールマガジン」で月２回配信しています。その中から、普及指導員のみなさまに産地
の課題解決にご活用いただける情報を以下のとおりご紹介します。

◆晩生で多収の極良食味水稲新品種「あきあかね」
北陸地域の主力品種である「コシヒカリ」より収穫期が遅い、晩生水稲新品種「あきあか
ね」を育成しました。収穫時期がほぼ同じである「あきだわら」より標肥で2%程度、多肥
で5%程度少収ですが、大粒で玄米の外観品質が良く、炊飯米の食味は「コシヒカリ」並の
極良食味です。業務用に適した品種として新潟県で普及の取り組みが進められる予定で
す。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/narc/081430.html

◆農業水路の「魚の棲（す）みやすさ評価プログラム」の開発－魚の棲みやすさを見える
化し、保全活動に活用－
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農研機構農村工学研究部門は、農業水路の「魚の棲みやすさ」を点数(スコア)化する「魚
の棲みやすさ評価プログラム」を開発しました。この手順と、魚にとって棲みやすい水路
を作るための簡便な改善方法をまとめた評価マニュアルを作成しました。本成果は、多面
的機能支払交付金などを利用して行われる農業水路周辺の生態系・環境保全活動に役立ち
ます。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nire/081357.html

◆平成30年7月豪雨による被災ため池等に関する現地調査報告書の公表
農研機構は、平成30年7月豪雨災害への技術支援の一環として現地調査を実施しました。
現地調査では、被災状況の確認を行い、被災原因の分析と今後の対策に向けて専門的な見
地から指導・助言を行いました。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nire/082102.html

◆フランスパン加工適性に優れた暖地・温暖地向け 準強力小麦新品種「さちかおり」
農研機構は、鳥越製粉株式会社と共同で九州地域等の暖地・温暖地向けのフランスパン加
工適性に優れる準強力小麦新品種「さちかおり」を育成しました。従来のパン用品種「ミ
ナミノカオリ」よりも早生・多収で、穂発芽耐性が強く栽培しやすい品種です。「ミナミ
ノカオリ」よりも膨らみが大きく、うま味成分の多いフランスパンがつくれます。
[農研機構][鳥越製粉株式会社]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/karc/081542.html

◆水田域の豪雨被害のリスクを評価する手法を開発－将来の気候変動を見越した減収被害
対策・排水計画が可能に－
水田中心の地域(水田域)等で将来起こりうる、様々な豪雨パターン(雨量と降り方の組合
せ)のシミュレーション手法を開発し、加えてその豪雨パターンにより未経験の水田冠水
を含む被害を予測し、水稲減収のリスクを評価する手法を開発しました。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nire/081483.html

◆ゲノム編集により鶏卵を使って有用な組換えタンパク質を大量生産－「金の卵」を産む
ニワトリ生物工場の実現の見込み－
国立研究開発法人 産業技術総合研究所は、農研機構と共同で、卵白に有用組換えタンパ
ク質を大量に含む卵を産む遺伝子改変ニワトリを作製する技術を開発しました。
[産総研][農研機構]
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2018/pr20180709/pr20180709.html

◆害虫から植物を守る新タイプのタンパク質機能を発見－クワの葉に含まれ、食べた害虫
の消化と成長を阻害－
農研機構は、クワの乳液中に含まれるタンパク質が、昆虫の消化管内の囲食膜という薄膜
を異常に肥厚させて消化を抑制し、成長を阻害することをはじめて明らかにしました。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nias/081615.html

◆開発した電子制御ユニットでISOBUS(イソバス)認証を取得－国産技術として初のグロー
バルスタンダード適合－
車両-作業機間の情報通信に欠かせない電子制御ユニットを民間企業と共同開発し、国際
標準「ISOBUS」の正式認証を国産技術で初めて取得しました。国際標準に対応した機器(
車両、作業機など)の相互接続時に、メーカー間の壁を越えた接続互換性を保証します。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/iam/082041.html

◆耕作放棄地には湿地・草地性鳥類が生息する－耕作が放棄された農地の生物多様性保全
機能を解明－
北海道大学、森林研究・整備機構の研究グループは、耕作放棄地には湿地・草地性鳥類が
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多く生息していることを明らかにしました。
[北海道大学][森林研究・整備機構]
https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2018/20180726-01/index.html

◆ツキノワグマは木を見て森も見ていた－クマが木に登ってドングリを食べる条件－
国立大学法人東京農工大学と国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所の共同
研究チームは、ツキノワグマが樹上でブナ科堅果を食べる行動は、個々の木の結実量や地
域の森林全体の結実の豊凶によって影響を受けることを明らかにしました。
[森林研究・整備機構]
https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2018/20180607/index.html

◆高CO2濃度条件下で米の収量を増やす形質を特定－将来のCO2濃度が上昇した環境に適し
た多収品種の育成に貢献－
農研機構は、水稲の多収品種が持っている籾数を増やす遺伝子を「コシヒカリ」に交配で
導入すると、高CO2(二酸化炭素)濃度条件下で収量が大幅に増加することを明らかにしま
した。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/karc/082092.html

◆西日本向けの多収・良食味水稲新品種「恋初めし（こいそめし）」
農研機構は、「きぬむすめ」より収穫期がやや遅い"やや晩生"で多収の良食味水稲新品種
「恋初めし」を育成しました。収量は、「きぬむすめ」と比較して、2割程度多収です。
玄米千粒重は24g程度で、やや大粒です。穂いもちと縞葉枯病に強い特長があります。多
収性を活かし、業務用としての利用が期待されます。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/warc/082662.html

◆高温耐性に優れた多収の極良食味水稲新品種 「にじのきらめき」
高温耐性と耐倒伏性に優れた中生水稲新品種「にじのきらめき」を育成しました。「コシ
ヒカリ」並の極良食味で、15%程度多収となります。縞葉枯病に抵抗性を持ちます。大粒
で業務用に適した品種として北関東の群馬県を中心に普及の取り組みが進められる予定で
す。北陸、東海地域以西でも栽培可能な品種です。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/narc/082656.html

◆米麺（こめめん）に適した多収の高アミロース水稲新品種「亜細亜（あじあ）のかお
り」
米麺に適した多収の高アミロース水稲新品種「亜細亜のかおり」を育成しました。普及し
ている「越のかおり」と同等の米麺が製造でき、20%程度多収です。「コシヒカリ」より
も2週間以上晩生となるため、作期分散が可能です。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/narc/082674.html

◆加工・業務用ホウレンソウの機械収穫体系を構築－収穫作業時間を手穫り収穫の
1/5～1/10に短縮し、生産コストも削減－
加工・業務用ホウレンソウに対応させた野菜収穫機の改良を行い、中小規模の生産者の実
情に合わせて、「小型コンテナ横流れ方式」および「メッシュコンテナ・ベルトコンベア
方式」の二つの方式で機械収穫体系を構築しました。機械収穫体系による収穫作業時間
は、従来の手穫り収穫の1/5～1/10程度に短縮されました。またホウレンソウ生産費も「
小型コンテナ横流れ方式」で手穫り収穫と比べ20～40%減となりました。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/karc/082617.html

◆ため池防災支援システム－地震・豪雨時に、ため池の決壊危険度をリアルタイムに予
測－
地震・豪雨時に、ため池の決壊危険度をリアルタイムに予測し、予測情報をインターネッ
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トやメールを通じて防災関係者に配信するとともに、被災したため池の状況を全国の防災
関係者に情報共有する災害情報システムを開発しました。ため池決壊による人的被害の防
止と、迅速な災害支援に役立ちます。
[農研機構]ほか
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nire/082685.html

◆家畜卵巣用の卵子採取器具の開発－卵子採取時間を短縮し、体外受精卵の生産作業者の
負担を軽減－
農研機構、ミサワ医科工業株式会社、宮城県畜産試験場、多治見牛ETクリニックの研究グ
ループは、牛など家畜の体外受精卵の生産に用いる卵子を、卵巣から簡単に吸引採取でき
る「卵子採取器具」を開発しました。
[農研機構]ほか
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nilgs-neo/083084.h
tml

◆岐阜県で検出された豚コレラウイルスの塩基配列の解析結果について
農研機構動物衛生研究部門は、国内で26年ぶりに岐阜県で発生した豚コレラの原因ウイル
スの塩基配列解析を行い、その結果、当該ウイルスは海外から侵入した可能性が高いこと
がわかりました。今後、ウイルスの詳細な解析を進めていきます。
[農研機構]
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/niah-neo/083106.ht
ml

◆バカマツタケの人工栽培による継続発生に成功
奈良県森林技術センターでは、平成27年度から国立研究開発法人森林研究・整備機構森林
総合研究所と共同で「高級菌根性（きんこんせい）きのこの栽培技術」の研究をしてきま
した。今年の2月に、全国で初めて、人工的に林内でバカマツタケ菌を増殖させ子実体（
きのこ）の発生に成功したことを発表しました。
[奈良県森林技術センター][森林研究・整備機構]
https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2018/20180914/index.html

○「食と農の研究メールマガジン」についてのお問い合わせ先
　農林水産技術会議事務局　研究企画課（担当：田丸）（03-3502-7407）
　※上記の品種・技術についての内容は、各機関に直接お問い合わせ願います。
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　　　　　　　　　　　　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
臨時増刊号の配信です。先日配信しきれなかった分を掲載しております。◎編集担当Ｔ◎
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

※メルマガの配信登録はこちら
　　http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html
※バックナンバーはこちら
　　http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/hukyu/h_mailmag/index.html
※ＰＤＦ形式のファイルの閲覧について
  メールマガジンに記載したＵＲＬで、一部ＰＤＦ形式のものがあります。
  ＰＤＦファイルをご覧いただくためには農林水産省ホームページ
  ⇒  http://www.maff.go.jp/j/use/link.html
  「３　ＰＤＦファイルについて」をご覧になり、「Get Adobe Reader」
  のボタンでAdobe Readerをダウンロードしてください。

ページ(6)


