
令和４年12月

「みどりの食料システム戦略」に向けた
技術的支援オンラインセミナー

～技術事例集～



・ 北海道農政事務所では、北海道内の試験研究機関「農業・食品産業技
術総合研究機構（農研機構）｣及び「北海道立総合研究機構（道総研）｣
の協力を得て、技術的支援オンラインセミナーを３回シリーズで実施し
ました。
・ 本誌は、農業者や農業関係団体等への技術支援のひとつとして、技術
的支援オンラインセミナーで紹介した、活用しやすく、現場に定着する
技術を掲載しています。
・ 掲載内容にご不明な点がありましたら、各カタログの連絡先までご照
会ください。
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連絡先：道総研 中央農業試験場水田農業部水田農業グループ
TEL：０１２６－２６－１５１８ MAIL：central-agri@hro.or.jp

移植でも直播でも多収の飼料用米「そらゆたか」
presenter 道総研中央農業試験場水田農業部

水田農業グループ

← 転炉スラグ
耐倒状・耐冷・耐病に
優れ、農薬使用減！

みどりなポイント！

「そらゆたか」は、早生・耐冷・耐病・多収で低コスト安定生産可
能な飼料用米品種です。

概 要

成 果

上記の地域で栽培可能。
置換え対象品種に比べて収量
増に加え、耐病性、耐倒状性
等の向上により、低コスト安
定生産が可能。

・北海道における出穂期は早生の晩で移植
栽培に加えて直販栽培も可能。

・置換え対象品種の「ななつぼし」に比べ
耐倒状性に優れる。

・穂ばらみ期耐冷性は極強、いもち病抵抗
性は葉いもちが強、穂いもちがやや強と優
れ、冷害及び病害耐性が向上。

１

移植栽培

直播栽培



落葉病抵抗性のエリモショウズ、
あずき品種「エリモ１６７」

presenter 道総研十勝農業試験場研究部
豆類畑作グループ

← 転炉スラグ加工適性に優れ、
落葉・萎縮病に強く、
農薬使用量減！

みどりなポイント！

あずきの新品種｢エリモ１６７｣は、落葉病や萎縮病に強く、加工適
性は｢エリモショウズ｣に遜色なく、農業特性もほぼ同等な品種です。

概 要

成 果

連絡先：道総研 十勝農業試験場研究部豆類畑作グループ
TEL：０１５５－６２－２４３１ MAIL：tokachi-agri@hro.or.jp ２

落葉病と萎凋病の
２つの土壌病害に
抵抗性がある！

落葉病発生ほ場では多収になるので、
土壌に農薬などを散布しなくても、
病気の影響を受けません。

成熟期、子実重、百粒重も｢エリモショウズ｣、
｢きたのおとめ｣と同等

加工適性もようかんや
こしあんにおいて、
エリモショウズと同等※栽培上の注意

落葉病、萎凋病に抵抗性を持つが、
栽培にあたっては適正な輪作を守る。



連絡先：道総研 十勝農業試験場研究部豆類畑作グループ
TEL：０１５５－６２－２４３１ MAIL：tokachi-agri@hro.or.jp

倒れずにたくさん穫れる！早生金時「秋晴れ」
Presenter 道総研十勝農業試験場研究部

豆類畑作グループ

← 転炉スラグ

多収でインゲンマメ黄化
病に強く、農薬使用減！

みどりなポイント！

｢秋晴れ（十育B８４号）｣は、大正金時よりも多収で倒れにくく、
福良金時より茎折れしにくい。また、インゲンマメ黄化病抵抗性に
強く、加工適性は、大正金時と同程度な品種です。

概 要

成 果

３

・｢秋晴れ｣は、｢大正金時｣および
｢福良金時｣よりも倒れにくい。
・子実重は、｢大正金時｣を上回り、
｢福良金時｣並～やや上回る。

普及見込み地帯における試験成績

※インゲンマメ炭そ病については、既存の金時
品種と同様に抵抗性を持たないため、適切な防
除をお願いします。

生産者ほ場における試験成績

・｢秋晴れ｣は、粒大は｢大正金時｣並で、
｢福良金時｣よりもやや小さい。
・色流れ粒を含めた屑粒率の発生、およ
び品質等級は、｢大正金時｣および｢福良金
時｣と同等である。

｢秋晴れ」の煮豆適性

アブラムシ
が媒介する
病気なので、
抵抗性があ
ると薬を減
らせる可能
性がある！

インゲンマメ黄化病抵抗性に優れる



連絡先：道総研十勝農業試験場研究部豆類グループ
TEL：０１５５－６２－２４３１ MAIL：tokachi-agri@hro.or.jp

センチュウに強いスズマル大豆「スズマルＲ」
Presenter 中央農業試験場作物開発部

作物グループ

【スズマル スズマルR】

｢スズマルR」は、ダイズシストセンチュウに強く、それ以外の特性
は、納豆用大豆「スズマル」にとても似た品種です。

概 要

成 果

センチュウ発生ほ場での比較

みどりなポイント！

シストセンチュウに強
く、農薬使用量減！

４

土の中のセンチュウを薬で退治しなくても、
センチュウがつきにくいので、環境に優しい品種。

表 道内66箇所から収集したダイズシストセンチュウ個体群に対する抵抗性

線虫発生圃場での収量・百粒重

納豆加工適性も「スズマル」並

納豆メーカーによる
「スズマルR」の納豆加工試験の評価
（「スズマル」との比較 全16試験）

戻し交配を利用した準同質遺伝子
品種なので、スズマルと同じ名前
で販売できる！

センチュウ抵抗性品種の効果

センチュウ発生圃場でも収量の低下が
少ない！
※ただし、抵抗性打破を回避するため連作や、
短期輪作はしないでください。



品種･
系統名

シストセ
ンチュウ
抵抗性

疫病
抵抗性

そうか
病抵抗

性

Ｙモザ
イク病
抵抗性

塊茎腐
敗抵抗

性

青枯病
抵抗性

休眠
期間

パールスターチ 有(H1 ) 弱 弱 強 弱 中 長

コナフブキ 無 弱 中 強 － － 中

いも数
(個/株)

平均重
(g)

いも重
(kg/10a)

ｺﾅﾌﾌﾞｷ
比(%)

パールスターチ 10/2 10.9 116 5,492 123 20.5 1,066 112

コナフブキ 9/24 9.3 109 4,453 100 22.3 948 100

2006～2014年の平均

品種・
系統名

枯ちょう
期

(月/日)

上いも
でん粉

価
(%)

でん粉重
(kg/10a)

コナフ
ブキ比
(%)

連絡先：農研機構北海道農業研究センター研究推進部事業化推進室
TEL： 011-857-9212 MAIL：harc-seika@ml.affrc.go.jp

ジャガイモシストセンチュウ抵抗性を持つ
でん粉原料用品種「パールスターチ」

presenter 農研機構北海道農業研究センター
寒地畑作研究領域 片山 健二

← 転炉スラグ

多収でジャガイモシス
トセンチュウに強く、
農薬使用量の削減！

みどりなポイント！

｢パールスターチ」は、「コナフブキ」より上いも重が多く、単位
面積当たりのでん粉重も上回り多収。枯ちょう期は極晩生で、ジャ
ガイモシストセンチュウとYウイルスに抵抗性を有します。

概 要

成 果

でん粉特性

栽培特性①

栽培特性②

５

糊化開始
温度(℃)

最高粘度
(RVU)

ブレーク
ダウン

パールスターチ 93.3 44.1 9.3 959 68.3 329 234

コナフブキ 93.7 42.8 34.5 755 70.6 329 212

2011～2013年の平均

糊化特性
品種・
系統名

白度
平均
粒径
(μm)

離水
率
(%)

リン
含量
(ppm)



2010～2019年の平均

いも数
(個/株)

平均重
(g)

いも重
(kg/10a)

トヨシ
ロ比
(%)

いも重
(kg/10a)

トヨシ
ロ比
(%)

しんせい 9/5 9.8 104 4,520 97 4,136 103 16.6

トヨシロ 9/2 11.5 92 4,674 100 4,045 100 15.9

スノーデン 9/19 11.6 100 5,124 111 4,621 116 13.9

品種・
系統名

枯ちょう
期

(月/日)

上いも 加工用規格内
でん粉

価
(%)

2011～2019年の平均

外観 褐変 アグトロン値 外観 褐変 アグトロン値

しんせい やや上～上 微 49.7 やや上～中 少 41.4

トヨシロ やや上～中 少 45.6 下～やや下 やや多 30.7

スノーデン やや上～中 微 46.5 中～やや下 少 38.5

収穫後のチップ 翌年6月のチップ(8℃貯蔵)品種・
系統名

品種･
系統名

シストセ
ンチュウ
抵抗性

疫病
抵抗性

そうか
病抵抗

性

塊茎腐
敗抵抗

性

青枯病
抵抗性

打撲黒
変耐性

休眠
期間

しんせい 有(H1 ) 弱 弱 中 中 やや強 やや長

トヨシロ 無 弱 弱 やや弱 ― やや強 長

スノーデン 無 弱 中 強 ― 中 やや長

連絡先：農研機構北海道農業研究センター研究推進部事業化推進室
TEL： 011-857-9212 MAIL：harc-seika@ml.affrc.go.jp

ジャガイモシストセンチュウ抵抗性を持つ
ポテトチップス加工用バレイショ品種「しんせい」

← 転炉スラグ

加工適性に優れ、シス
トセンチュウに強く、
農薬使用量の削減！

みどりなポイント！

｢しんせい」は、ポテトチップ加工用で、長期貯蔵後でもチップカ
ラーが優れます。また、エチレン貯蔵適性があり、ジャガイモシスト
センチュウ抵抗性を有します。

概 要

成 果

栽培特性②

品質・加工特性

栽培特性①

「トヨシロ」 「しんせい」 「スノーデン」

presenter 農研機構北海道農業研究センター
寒地畑作研究領域 片山 健二

６



連絡先：農研機構北海道農業研究センター研究推進部事業化推進室
TEL： 011-857-9212 MAIL：harc-seika@ml.affrc.go.jp

マメ科牧草混播の利点とアカクローバ
アルファルファの品種」

成 果

アカクローバ品種「アンジュ」 アルファルファ品種｢ウシモスキー｣

マメ科牧草混播栽培のポイント

・播種床造成前に十分な炭カル施用で
土壌PHを6.0～6.5に矯正

・雑草との競合が少ない夏播種で
植生が良好な草地を造成
→ 播種晩限前までの播種で

越冬に必要な生育量を確保

７

イネ科牧草との混播で
飼料品質の向上と
窒素施肥量を削減！

みどりなポイント！

マメ科牧草アルファルファとアカクローバの利用で、自給飼料に
タンパク質とミネラルの供給と根粒菌が固定した窒素で肥料費を節減
できます。

概 要

presenter 農研機構北海道農業研究センター
寒地酪農研究領域 佐藤 広子

アルファルファ アカクローバ

チモシー
＋

アカクローバ

混播(例) 

＜北海道優良品種＞

アルファルファ品種 早晩性 競合力 主な混播イネ科牧草 品種登録年 育成機関

ウシモスキー 早生 強 2017年
農研機構北農研、ホクレン

道総研酪農試験場

ハルワカバ 早生 強 2006年 農研機構北農研

ヒサワカバ 早生 強 1997年 農研機構北農研

北海若葉 早生 強
品種登録

出願中
農研機構北農研

オーチャードグラス

チモシー極早生品種

チモシー早生品種

アカクローバ品種 早晩性 競合力 主な混播イネ科牧草 品種登録年 育成機関

リョクユウ 早生 強
オーチャードグラス

チモシー極早生品種
2012年

農研機構北農研

道総研酪農試験場

ナツユウ 早生 中 チモシー早生品種 2004年
農研機構北農研

道総研酪農試験場

アンジュ 晩生 弱 チモシー中生品種 2016年
農研機構北農研

ホクレン

アルファルファ品種 早晩性 競合力 主な混播イネ科牧草 品種登録年 育成機関

ウシモスキー 早生 強 2017年
農研機構北農研、ホクレン

道総研酪農試験場

ハルワカバ 早生 強 2006年 農研機構北農研

ヒサワカバ 早生 強 1997年 農研機構北農研

北海若葉 早生 強
品種登録

出願中
農研機構北農研

オーチャードグラス

チモシー極早生品種

チモシー早生品種

アカクローバ品種 早晩性 競合力 主な混播イネ科牧草 品種登録年 育成機関

リョクユウ 早生 強
オーチャードグラス

チモシー極早生品種
2012年

農研機構北農研

道総研酪農試験場

ナツユウ 早生 中 チモシー早生品種 2004年
農研機構北農研

道総研酪農試験場

アンジュ 晩生 弱 チモシー中生品種 2016年
農研機構北農研

ホクレン

アカクローバ農研機構育成品種 アルファルファ農研機構育成品種

＜北海道優良品種＞

１）そばかす病に強い
２）多収
・年合計乾物収量 :「ハルワカバ」比108％
・チモシーとの混播では播種量を

0.5kg/10a → 0.3kg/10aに削減
３）耐倒伏性の向上

１）中生チモシーとの混播適性に優れる
・2番草の再生が穏やか

２）耐寒性は標準品種“中”に対して
“やや強”

３）菌核病、うどんこ病、モザイク病の
罹病程度が低い



連絡先：農研機構北海道農業研究センター研究推進部事業化推進室
TEL： 011-857-9212 MAIL：harc-seika@ml.affrc.go.jp

圃場の肥沃度判断と可変施肥による生育斉一化技術

← 転炉スラグ

可変施肥の最前線。様々なデータから生育不良要因を見分けて効率的
に減肥しましょう！

概 要

成 果

可変施肥による化学
肥料の削減！

みどりなポイント！

presenter 農研機構北海道農業研究センター

寒地畑作研究領域 辻 博之

８



連絡先：農研機構九州沖縄農業研究センター研究推進部 研究推進室 広報チーム
MAIL：q_info@ml.affrc.go.jp

有機質資材の肥効の見える化アプリ
presenter 農研機構九州沖縄農業研究センター

暖地畜産研究領域 古賀 伸久

← 転炉スラグ

簡単見える化で、有機
質資材の利用促進と科
学肥料の使用低減！

みどりなポイント！

『有機質資材の施用で窒素肥料が何キロ削減できるかすぐ分かります。
アプリ操作は簡単。「土壌管理アプリ集」と検索して、一度試しては
いかがでしょうか？』

概 要

成 果

窒素肥効を提示

検索 から「土壌管理アプリ集へ」日本土壌インベントリー
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連絡先：農研機構農村工学研究部門 研究推進部 研究推進室 渉外チーム
TEL：029-838-7677 MAIL：nire-pr@naro.affrc.go.jp

「カットシリーズを用いた営農排水施工技術」
presenter 農研機構農村工学研究部門

農地基盤情報研究領域 北川 厳

みどりなポイント！

★トラクターで簡単・迅速にスイスイ排水整備で畑地化実現｢カット
シリーズ｣・・・画期的な穿孔暗渠機｢カットドレーン｣で無材の大空洞/
効果抜群の全層心土破砕｢カットブレーカー｣で幅広・深層の完全破砕/
新登場の本暗渠機｢カットドレーナ－｣で経費削減DIY暗渠施工！

概 要

成 果

「部分的な表面帯水が解消され作物が均一」
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低コストの排水改善で
均一栽培による増収益！



連絡先：道総研 十勝農業試験場研究部生産技術グループ
TEL：０１５５－６２－２４３１ MAIL：tokachi-agri@hro.or.jp

クリーン農業で温室効果ガスを削減
presenter 道総研十勝農業試験場研究部生産技術グループ

← 転炉スラグ

収量を落とさず、温室
効果ガスを抑制！

みどりなポイント！

北海道が進めるクリーン農業の実践により、温室効果ガスの発生
が大きく抑制されることを数値的に示しました。この数値は、YES!
Cleanをはじめとするクリーン農業の環境保全効果のPRに活用され
ています。

概 要

成 果

右の写真は、密閉
した容器を置いて、
ガスの排出速度を
測定しているよ。

秋まき小麦とてんさいの栽培で堆肥
施用と窒素減肥によるクリーン農業の
導入により、温室効果ガスの一つであ
るN2O排出量が削減されます。
一方、堆肥の過剰な施用は逆にN2O

排出量を高めてしまいます（表１）。

堆肥施用に伴う炭素貯留を考慮
した正味の温室効果ガス排出量は
慣行施肥よりクリーン農業で低下
します（図１）。

YES! Cleanを導入した場合、堆肥を施用せず慣行レベルの窒素施肥を行っ
た場合と比べて、畑作・露地野菜畑（ばれいしょ、大豆、たまねぎ、かぼちゃ
等）では、10aあたり0.64～0.75t CO2-eqのCO2が削減されます。取組面
積で試算すると、 2.5万～2.7万t CO2-eqのCO2が削減されています。これ
は、東京ドーム999個分の面積のカラマツが年間に吸収するCO2に相当。
YES! Cleanの取り組みが今後増えれば、もっと削減できる可能性があります !
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連絡先：道総研 十勝農業試験場研究部生産技術グループ
TEL：０１５５－６２－２４３１ MAIL：tokachi-agri@hro.or.jp

人工衛星で畑のなかの
重点的に改善するエリアを特定

presenter 道総研十勝農業試験場研究部生産技術グループ
農業システムグループ

← 転炉スラグ

人工衛星の活用で、圃
場を効率的に改善！

みどりなポイント！

気候変動により頻発する干ばつや湿害への備えとして、圃場の保
水性・排水性改善の重要性が増しています。衛星画像や地形情報の
活用で、効率的な土壌物理性改善が可能となります。

概 要

成 果

・幼穂形成期頃（5月頃）と収穫
前（7月頃）でいずれもNDVIが低
いエリア

⇒保水性不良（枯れ上がりが早い）

秋まき小麦作付圃場

・NDVIが幼穂形成期に低いが
収穫前には逆転して髙いエリア
・標高が低いエリア

⇒排水性不良（いつまでも枯れ
上がらない）

判定除外の場合
異なる前歴圃場の
合筆、病虫害や倒
伏の発生、雑草の
繁茂等
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連絡先：道総研 道南農業試験場研究部生産技術グループ
TEL：０１３８－７７－８１１６ MAIL：donan-agri@hro.or.jp

光センサーを茎にあてるだけ！
簡単トマトの生育診断

presenter 道総研道南農業試験場研究部生産技術グループ

← 転炉スラグ

適性施肥で、化学肥料
を削減！

みどりなポイント！

トマトは生育診断を行うことで適正な肥培管理を行うことができ
ます。本技術は生育診断を非破壊で測定でき、従来法の葉柄汁液の
硝酸濃度測定に比べて測定処理を大幅に改善しました。これにより、
新規就農者や経験の浅い農家でも生育・収量の安定が期待されます。

概 要

成 果

①１段目のトマトの直下 or 直上の
茎にあてるだけ！ ②生育状態を３段階に区分！

（例）

③生育に合わせて追肥
をやろう！

経時的なモニタリング
により、トマトの生育
に基づく施肥対応がで
きます。
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連絡先：道総研 上川農業試験場研究部生産技術グループ
TEL：０１６６－８５－２２００ MAIL：kamikawa-agri@hro.or.jp

暖房を使わず ハウスで野菜を1年中作る
presenter 道総研上川農業試験場研究部生産技術グループ

← 転炉スラグ

暖房を使わず温室効果
ガスの削減！

みどりなポイント！

無加温ハウスを保温強化することで厳寒期の野菜栽培が可能であ
ることが明らかになりました。各期作を組み合わせた周年栽培を行
うことで、収益性が向上し、従業員の周年雇用が可能になります。

概 要

成 果

パイプハウス内温度ｰ5℃を確保する
ための保温装備と適応地帯

３.栽培地域に応じた保温装備と耐雪強度

道内各地のパイプハウスに
必要な耐雪強度

４.無加温ハウスで一年を通じて野菜を栽培できます

耐雪強度UP↑

各季作を組み合わせた周年栽培を行うこと
で、生産者の収益性が向上し、周年雇用が
できるようになります。

２.秋冬に色々な野菜が栽培
できます

１.道北地域で早春に葉菜類が
栽培できます
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連絡先：道総研 道南農業試験場研究部作物病虫グループ
TEL：０１３８－７７－８１１６ MAIL：donan-agri@hro.or.jp

転炉スラグを用いたホウレンソウ萎凋病対策
presenter 道総研道南農業試験場研究部作物病虫グループ

← 転炉スラグ

転炉スラグの施用によ
り土壌消毒剤を削減！

みどりなポイント！

土壌消毒に頼らない道内産転炉スラグによるホウレンソウ萎凋病
の被害軽減対策は、効果が２年間継続し、ホウレンソウの生育や収
量への悪影響はありませんでした。

概 要

成 果

←転炉スラグ ホウレンソウ→
萎凋病発病株

①萎凋病対策に対する効果と
持続性

②ほうれんそうの生育や
収量へのリスク

③土壌化学性変化と作物栄養
リスク

④他の土壌病害虫への
リスク評価

留意点
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連絡先：道総研 上川農業試験場研究部生産技術グループ
TEL：０１６６－８５－２２００ MAIL：kamikawa-agri@hro.or.jp

イネの褐条病は食酢で防ぐ
presenter 道総研上川農業試験場研究部生産技術グループ

← 転炉スラグ

食酢の活用で、化学農
薬削減！

みどりなポイント！

種籾の消毒には、温湯や食酢による農薬を使わない方法がありま
す。農薬を使わず、水筒種子の褐条病を防除できる効果が高い消毒
技術を紹介します。

概 要

イネの播種までの
作業工程と褐条病

催芽のお湯を食酢液にする

化学農薬と同等の
防除効果が得られる

食酢による稲の細菌病防除

成 果
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連絡先：道総研 中央農業試験場病虫部病害虫グループ
TEL：０１２３－８９－２００１ MAIL：central-agri@hro.or.jp

スイートコーンにおける黄色LEDを利用した
鱗翅目害虫防除技術

presenter 道総研中央農業試験場病虫部病害虫グループ

黄色LEDの活用で、
有機・特別栽培農産物
の被害抑制！

みどりなポイント！

スイートコーン生育初期から収穫時まで、黄色LEDを日の入～日
の出後の間点灯すると、草冠部における照度が１ルクス以上の範囲
において夜行性ガ類による被害を抑制できます。本成果の活用によ
り有機・特栽農産物の商品化率の向上が期待されます。

概 要

成 果

LED1灯の効果範囲

LED複数設置の効果

経済性評価

黄色LEDを利用した
鱗翅目害虫防除技術
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連絡先：道総研 十勝農業試験場研究部生産技術グループ
TEL：０１５５－６２－２３４１ MAIL：tokachi-agri@hro.or.jp

てんさいの西部萎黄病の発生生態と
媒介虫の越冬抑制による病害低減技術
presenter 道総研十勝農業試験場研究部生産技術グループ

← 転炉スラグ

殺虫剤散布なしで、環
境にやさしい！

みどりなポイント！

てんさいの西部萎黄病（黄化病）の抑制には、冬期間、発生地域
にあるハウスの被覆を剥がしたり、雑草や作物残渣を除去すること
でモモアカアブラムシが越冬できない環境とすることが最も効果的
です。本成果は、コスト・労力が小さく、圃場での殺虫剤散布が不
要になるため、環境への負荷が小さくなります。

概 要

成 果

糖分30％減

大規模実証実験（方法）

大規模実証実験（結果）

この成果の長所
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令和４年1２月作成

「みどりの食料システム戦略」の実現に向けた
技術的支援オンラインセミナー

～技術事例集～

お問い合わせ先
農林水産省北海道農政事務所
〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西６丁目２－22
TEL 011-330-8801

北海道農政事務所「みどりの食料システム戦略」特設Webペー
ジでは、北海道の生産現場と食に役立つ情報を掲載しています。

https://www.maff.go.jp/hokkaido/midori/top.html


