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耐倒伏性で草姿が優れる⼩小粒粒⿊黒⼤大⾖豆

くろこじろう
New Soybean Cultivar  “Kurokojiro” 　	

　「くろこじろう」は倒れにくい草姿をもち、コンバイン収穫に適する小粒の黒大豆品
種です。東北地方南部から東海地方にかけての地域で栽培が可能で、納豆や豆菓
子の原料として利用できます。	

農研機構　作物研究所　畑作物研究領域	

■優れた草姿
 　 「くろこじろう」は「⿊黒⼤大⾖豆⼩小
粒粒」などの古い⿊黒⼤大⾖豆品種に⽐比べ
て枝が広がりにくく、倒れにくい
など、草姿が優れます。

くろこじろう      納⾖豆⼩小粒粒            ⿊黒⼤大⾖豆⼩小粒粒

■⼩小粒粒の⿊黒⾖豆
 　 「くろこじろう」は「納⾖豆⼩小
粒粒」より粒粒⼤大が⼩小さく、粒粒の⾊色は
⿊黒⾊色です。また、⼦子実の⼦子葉葉⾊色は
緑⾊色です。

くろこじろう 　納⾖豆⼩小粒粒 　  ⿊黒⼤大⾖豆⼩小粒粒

⼦子葉葉⾊色

■コンバイン収穫時の損失軽減
 　 倒れにくいため、コンバイン収
穫による刈り残しなどのロスを低
減できます。

■納⾖豆や⾖豆菓⼦子の原料料として
 　 ⼩小粒粒の⿊黒⾖豆納⾖豆や⽢甘納⾖豆、その
ほか⾖豆菓⼦子の原料料として利利⽤用でき
ます。

⿊黒⼤大⾖豆⼩小粒粒

くろこじろう

常陸陸⼤大宮市現地圃場(2013)

納⾖豆

⽢甘納⾖豆

⼩小粒粒⿊黒⾖豆の納⾖豆と⽢甘納⾖豆のイメージ写真
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栽培適地	
　東北南部〜関東〜東海	
栽培場の注意	

　ダイズシストセンチュウおよび黒根腐病に対する抵抗性が十分でないので、連作を避けて適切な
輪作を行う。また、ウイルス病に対する抵抗性が十分ではないので、種子更新を適宜行う。	

具体的データ	

問い合わせ先：企画管理室　tel:029-838-8260 
E-mail：www-nics@naro.affrc.go.jp 　http://www.naro.affrc.go.jp/nics/ 

表　栽培試験結果	

試 
験 

区	
品種名	

開 
花 

期	

成 
熟 

期	

生育中の障害	 主 
茎 

長	

主 
茎 

節 
数	

分 
枝 

数	

最下着
莢節位

高	

子 
実 

重	

納豆
小粒

対比	

百 
粒 

重	

粒の障害	 品 
 

質	
倒 
伏	

蔓 
化	

立 
枯	

青 
立	

裂 
皮	

し 
わ	

（月.日)	 　	 　	 　	 (cm)	 (節)	 (本)	 (cm)	 (kg/a)	 (％)	 (ｇ)	 　	 　	 　	

６月	 くろこじろう	 8.07 	 10.19 	中	 少	 少	 微	 78	 16.4	 7.1	 13.1	 27.4	 93	 8.6 	無	 微	 上下	

播種	 納豆小粒	 8.06 	 10.18 	多	 中	 少	 少	 74	 15.8	 8.7	 11.4	 29.6	 100	 9.8 	微	 微	 中上	

黒大豆小粒*	 8.07 	 10.17 	甚	 甚	 多	 少	 118	 22.9	 13.1	 11.6	 29.2	 77	 11.5 	無	 中	 中上	

タチナガハ	 7.31 	 10.18 	少	 微	 少	 中	 71	 15.4	 6.1	 13.9	 31.1	 105	 28.0 	少	 中	 中中	

　	 サチユタカ	 8.06 	 10.25 	中	 微	 微	 少	 63	 14.6	 5.1	 15.9	 32.1	 108	 29.7 	少	 微	 中上	

７月	 くろこじろう	 8.23 	 10.26 	微	 無	 微	 少	 47	 13.5	 4.6	 8.4	 27.8	 102	 10.1 	無	 微	 上下	

播種	 納豆小粒	 8.22 	 10.27 	少	 微	 微	 中	 52	 13.8	 4.8	 8.6	 27.2	 100	 11.3 	無	 無	 中上	

黒大豆小粒*	 8.30 	 10.28 	甚	 多	 少	 中	 70	 17.4	 6.5	 8.4	 20.4	 88	 10.5 	無	 中	 中上	

タチナガハ	 8.20 	 10.27 	少	 微	 微	 中	 52	 13.1	 4.3	 12.2	 27.3	 100	 28.3 	微	 少	 中上	

　	 サチユタカ	 8.22 	 11.02 	微	 無	 無	 少	 47	 12.7	 3.6	 11.8	 33.3	 122	 31.3 	微	 微	 上下	

注．平成21〜25年の平均値。ただし、「黒大豆小粒」は平成25年のみ。作物研究所産。	

図　子実収量の標準品種に対する比率（％）　	

福島農総セ（標準：ふくいぶき） 
　　平21     81 
　　平22   104 
　　平23     73 
　　平24     82 
　　平均     85	

茨城常陸大宮・現地（標準：黒大豆小粒） 
　　平25    101  (139) 
　　　　　　　　　( )は全刈り収量比 

茨城農研（標準：納豆小粒） 
　　平21     99 
　　平22     76 
　　平24     92 
　　平25     69 
　　平均     84	

茨城農研水田（標準：納豆小粒） 
　　平21     97 
　　平22     67 
　　平25     84 
　　平均     83	

茨城坂東・現地（標準：黒大豆小粒） 
　　平24   110    (133) 
　　平25   123    (151) 
　　平均   124    (142) 
　　　　　　　　　( )は全刈り収量比 
	

山形農研（標準：タチユタカ） 
　　平21     55 

新潟作物（標準：納豆小粒） 
                標準　　晩播 
　　平21     94        112 
　　平22     73          85 
　　平23   100        114 
　　平均     89        104	

岡山北部（標準：すずおとめ） 
　　平21     97 

広島農技（標準：クロダマル） 
　　平22   101 
　　平23   106 
　　平均   104	

三重伊賀（標準：フクユタカ） 
　　平22     72 
　　平24     83 
　　平25   120 
　　平均     92 
　　　　　※無中耕無培土狭畦	
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