
「最新農業技術・品種２０２１」
選定成果

※最新農業技術・品種とは
農林水産省では、全国の研究機関等で開発された研究
成果のうち、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」として毎年、紹介しています。

「最新農業技術・品種２０２１」では、６の新品種と
２１の新技術が優れた研究成果として選定されました。



１．水稲の主要な発育ステージを面的に把握し、予測
する情報発信システム

水稲の生育を広域予測するシステムであり、指導機関等での活用が見込まれるほか、気
象災害時の情報発信にも応用可能。発育ステージは１日１回の頻度で更新されているた
め、適期作業にも貢献する可能性。東北地域以外への拡張が期待される。【政策統括官
穀物課】

 メッシュ農業気象データと水稲統計情報か
ら、東北地方における主要な発育ステージ
の面的予測システムを開発。

 １日１回自動更新され、その時点の広域的
な発育ステージを確認できる。

 農作業の適切な時期の判断や農業気象災害
の発生予測に役立つ。

【研究代表機関】
農研機構東北農業研究センター

２．麹製造適性に基づく酒米の適性評価マニュアル

 清酒製造工程において最も重要とされる
“製麹（せいきく）”作業を小スケールで再
現し、マニュアル化。

 溶解総合活性、グルコース生成総合活性、
アミノ酸生成総合活性、麹含有アミノ酸量
の４つの指標をもって麹製造適性を評価。

 酒米育種において効率的かつ低コストに醸
造特性を評価できる。

従来の小規模醸造試験と比較してサンプル量や分析時間を大幅に低減でき、効率的か
つ効果的に酒造好適米の品種育成が可能となる。試験場や研究機関等での活用が期待
される。【政策統括官穀物課】

【研究代表機関】
長野県農業試験場



３．イネ縞葉枯病の総合防除技術および防除体系の構築
を支援するマニュアル

本マニュアルは国内すべての地域に対応しており、作型に応じた防除体系の構築に活用
可能。また、随時マニュアルの改定を行い、実効性を高く保つよう管理している点も評
価できる。【政策統括官穀物課】

 イネ縞葉枯病の総合防除の中核技術、防除の
考え方、地域や作型に応じた防除事例等をと
りまとめたウェブマニュアルを作成。

 イネ縞葉枯病の病徴等、写真を豊富に使って
分かりやすく解説。

 最新の研究成果や抵抗性品種に関する情報も
掲載。

【研究代表機関】
農研機構植物防疫研究部門

４．有機物含量の高い軽量育苗培土を用いた育苗期の
もみ枯細菌病の発病抑制

 育苗培土の種類により、もみ枯細菌病の発生
が大きく異なることを発見。

 有機物を多く含む軽量培土は苗の菌密度を低
減させ、有機物含量が高まるにつれて発病が
減少する。

 発病の少ない培土の理化学特性や微生物特性
は、培土の機能性評価や品質管理への応用も
期待される。

育苗培土を変更するだけの取り組みやすい技術であり、特に採種ほ場においては普及
の可能性がある。供試された培土は全国で入手可能なものであることから、富山県以
外の地域においても試験が可能であり、省力的防除としての技術体系の確立が期待さ
れる。【政策統括官穀物課】

【研究代表機関】
富山県農林水産総合技術センター農業研究所



５．アップカット畝立マルチ播種機による早生エダマメ
の省力的播種技術

播種作業の機械化により、作業性の改善による軽労化や、省力化による生産性の向上が
図られることが期待される。【生産局園芸作物課】

 早生エダマメの耕うん・畝立て・マルチ展
張・播種を1行程で同時に行うことができる
作業機を開発。

 慣行と比べて投下労働量を53%削減できる。

 砕土率は慣行に比べて高く、手作業で行う覆
土に近い作業が行えるため、安定した出芽を
確保できる。

【研究代表機関】
秋田県農業試験場

６．診断に基づく大豆栽培改善技術導入支援のための
システム

 18問のアンケートに回答することで、①排水
不良・湿害、②干ばつ害、③肥沃度不足、④
黒根腐病害、⑤子実食虫害、⑥雑草害の6項
目のリスクを大まかに診断できる。

 「簡易診断部」「診断・対策部」「解説部」
の3部構成となっており、各リスクに対応し
た技術情報も掲載している。

 スマートフォンにも対応しており、現場での
簡易な利用も可能。

ほ場毎に低単収要因を簡単に把握することにより、効果の高い営農技術の導入を通じ
て、生産性向上につながることが期待される成果である。診断サイトをインターネッ
ト上で公開するなどにより、低単収に悩む多くの地域での普及が大いに期待される。
【政策統括官穀物課】

【研究代表機関】
農研機構中日本農業研究センター



７．多収で病虫害抵抗性のでん粉原料用カンショ
「こないしん」

高齢化の進行やサツマイモ基腐病の被害等による単収減少によりでん粉原料用かんしょ
の生産量が減少している中、多収で耐病性に優れる本品種の導入は重要。主産地である
鹿児島県では奨励品種に採用されており普及が期待される。【政策統括官地域作物課】

 でん粉原料用の主力品種「シロユタカ」より
も多収であるため、でん粉収量は２割以上高
くなる。

 でん粉の白度は「シロユタカ」並に高い。

 「シロユタカ」よりサツマイモ基腐病やつる
割病、センチュウに強く、貯蔵性にも優れる。

【研究代表機関】
農研機構九州沖縄農業研究センター

８．トマト黄化葉巻ウイルスの簡易検出キットの開発と
迅速診断

トマト黄化葉巻ウイルスは全国的に問題になっており、簡易診断技術の普及により病害
のまん延を防止できることが期待される。【生産局園芸作物課】

 特別な機器や試薬が不要で、迅速にトマト黄
化葉巻ウイルスの検定ができる簡易検出キッ
トを開発。

 植物の摩砕液をキットに滴下し、2本のライ
ンが現れれば陽性、1本では陰性と判断でき
る。

 様々なトマト品種に使用でき、現地診断です
ぐに防除対策が可能。

【研究代表機関】
茨城県農業総合センター園芸研究所



９．園芸用施設への微小害虫の侵入を抑制する新防虫
ネット

 編み糸に合成ピレスロイド剤を練り込んだ
新防虫ネット（商品名：虫バリア）は、コ
ナジラミ類等の微小害虫への忌避効果があ
る。

 微量の薬剤を特殊な技法で練り込むことに
より蒸散・揮発せず、忌避効果は約５年間
持続する。

 従来の防虫ネットの使用時より、農薬の使
用回数を減らすことが期待される。

多くの施設園芸作物において、コナジラミ類やアザミウマ類の防除は重要課題となっ
ている。従来の防虫ネットと比較して、侵入抑制効果と通気性を確保した効果的な新
技術であり、普及が期待される。【生産局園芸作物課】

【研究代表機関】
農研機構農村工学研究部門

１０．成長点局所加温とCO2施用を組み合わせた高収益ミ
ニトマト栽培体系

ミニトマトを加温することで高収益化を狙う促成栽培体系において、CO2施用と組み合
わせて高収益化、省エネ化を同時に可能とする技術、栽培体系であり、普及が期待され
る。【生産局園芸作物課】

 成長点や花を局所的に加温し、茎葉への加
温を抑えることで、より少ないエネルギー
で効率良く加温を行うことができる。

 局所加温用のダクトを通じてCO2を施用す
ることで、効率的に植物体の光合成を促進
することができる。

 成長点局所加温による暖房費18%削減、CO2
施用による収量9.4%増加を両立。

【研究代表機関】
農研機構西日本農業研究センター



１１．加工・業務用葉ネギ収穫機

 これまで手作業で行われていた収穫作業
を省力化する電動モータ駆動式収穫機を
開発。

 葉ネギの地上部だけを刈り取って収納し、
刈取りミスや搬送ミスは1％未満、損傷も
3％未満と実用上問題のない水準である。

 慣行と比較して労働時間を74％削減でき
る。

作業の機械化、省力化により、経営規模を拡大し生産性の向上が図られることが期待
される。【生産局園芸作物課】
従来手作業で行われていた作業を行う機械であり、作業の効率化が期待できる。【技
術普及課】

【研究代表機関】
香川県農業試験場

１２．施設栽培葉ジソ（オオバ）のシソモザイク病に対
する総合的防除技術

長らく有効な防除方法がなかった葉ジソのシソモザイク病に効果的な防除体系であり、
普及が期待される。【生産局園芸作物課】

 これまで有効な防除対策がなかったシソ
モザイク病に対し、各種防除法を組み合
わせた総合的防除技術を確立。

 本防除体系を基にした防除区では、シソ
サビダニの発生はほとんど認められず、
シソモザイク病の発病株率は約10%以下に
抑えられた。

【研究代表機関】
高知県農業技術センター



１３．排液計測装置によるイチゴ高設栽培のかん水施肥
管理技術の確立

 培地と排液に含まれる窒素成分量の高い相
関に着目し、排液量と排液EC値を活用した
かん水・肥培管理マニュアルを作成。

 収量が安定する排液量（率）と排液EC値の
適正範囲の基準を提示。

 排液量（率）と排液EC値のデータはクラウ
ド上に自動保存されるため、PCやスマート
フォンでグラフを表示可能である。

イチゴの高設栽培は作業の軽労化が期待できるが、高収益化には培地内水分の管理が
重要である。高設栽培の方式・施肥体系が異なっても活用可能な測定技術であり、普
及が期待される。【生産局園芸作物課】

【研究代表機関】
大分県農林水産研究指導センター

１４．モモせん孔細菌病春型枝病斑の発生傾向と複数回
病斑せん除による防除効果

高品質なモモの安定的な生産・出荷を図るためには、果実の外観品質を低下させるモモ
せん孔細菌病の防除体系の確立は非常に重要。本技術により、防除体系を確立すること
が可能となれば、モモ生産の持続的発展に貢献することが期待できる。【生産局園芸作
物課】

 モモせん孔細菌病の重要な伝染源である春
型枝病斑をせん除することにより被害を軽
減できる。

 病斑部を複数回せん除した区と無せん除区
を比較したところ、果実被害が1/3～3/5程
度に減少。

 春型枝病斑のせん除のほか、周年の防除体
系に関するマニュアルを作成。

【研究代表機関】
福島県農業総合センター果樹研究所

他に良い写真があれば
ご提供いただけないで
しょうか？

左：モモせん孔細菌病の春型枝病斑
右：モモせん孔細菌病の被害果実



１５．カンキツにおける高品質果実生産技術
「シールディング・マルチ栽培（NARO S.マルチ）」

 排水設計した園地において、専用のNARO S.
シートを埋設し、シートマルチ栽培を行う
技術。

 ⾬水の根域（マルチ下）への流入、マルチ
外への根の伸長を防止し、確実な乾燥スト
レスを付与する。

 これまでのマルチ栽培で効果が得られにく
い平坦地や保水性の高い土壌においても高
品質果実の生産が可能。

本技術は改植をせずとも導入可能であり、現場への早期導入・普及の可能性の高い技
術であると考える。保水性の高い園地や水田転換等による新産地でも高品質なかんき
つ類の安定生産が可能となり、かんきつ生産の持続的発展への貢献も期待できる。
【生産局園芸作物課】

【研究代表機関】
農研機構果樹茶業研究部門

１６．高温でも容易に着色する極大粒のブドウ新品種
「グロースクローネ」

 「巨峰」や「ピオーネ」よりも濃い紫黒色
となり、夏季の高温による着色不良も生じ
にくい。

 ジベレリン処理により種なし生産が可能で
ある。

 糖度は「巨峰」並、酸含量は「巨峰」より
やや低く、果粒重は「巨峰」より大きい。

本品種は温暖化に伴う高温の影響への対応が可能であるほか、消費者ニーズにも対応
する品種であることから、普及の可能性は高いものと期待される。【生産局園芸作物
課】

【研究代表機関】
農研機構果樹茶業研究部門



１７．温暖化でも着色の良いリンゴ新品種
「紅みのり」、「錦秋」

本品種は、温暖化に伴う高温の影響への対応が可能であるほか、消費者ニーズにも対応
する品種であることから、普及の可能性は高いものと期待される。【生産局園芸作物
課】

紅みのり

錦秋

 温暖化による果皮の着色不良や果肉軟化な
どの品質低下が生じにくい。

 「紅みのり」は早生品種で良食味、安定し
て結実良好であり、日持ちが良い。

 「錦秋」は中生品種で甘味が多く、多汁で
食味・食感に優れる。

【研究代表機関】
農研機構果樹茶業研究部門

１８．薬剤耐性黒星病菌の遺伝子診断法

 DMI剤（黒星病菌の防除に用いる薬剤）に
対する感受性が低下した菌を簡易に検出す
る遺伝子診断法を開発。

 従来法（培地検定、生物検定）では診断に
2～3か月要していたが、本技術により約3
時間でDMI剤感受性を評価できる。

リンゴ黒星病の防除は、高品質なりんごの安定的な生産・出荷を図るために重要な課
題であり、本技術の普及により、薬剤耐性菌による当該病害の被害拡大の未然防止に
貢献することが期待できる。【生産局園芸作物課】

【研究代表機関】
農研機構果樹茶業研究部門



１９．緑茶の美味しさと機能性を両立する「水出し緑茶」

「水出し緑茶」の美味しさ、機能性及び淹れ方の簡便さが広く普及することで、緑茶の
消費拡大が期待できる。【生産局地域対策官】

 水出し緑茶は、苦み（カフェイン）と渋み
（EGCG）が減少し、うま味を感じやすいお
茶になる。

 氷水出し緑茶は、苦み（カフェイン）の溶
出量がさらに少なくなる。

 webサイトにおいて日本茶本来の美味しさ
を楽しみつつ、健康増進も期待できる飲み
方を紹介。

【研究代表機関】
農研機構果樹茶業研究部門

２０．収量性と容積重に優れるソバ品種「キタミツキ」

 主要品種「キタワセソバ」より多収である。
容積重が重いため、上位等級になりやすい。

 製麺性が良く、「キタワセソバ」と同程度
の食味である。

 機能性成分であるルチン含量が高い。

主要品種のキタワセソバは北海道の８割以上のシェアを占めているが、品種登録から
約３０年経過。生産現場からは優れた後継品種が求められており、キタワセソバに代
わる新たな品種として大きな成果と考える。【政策統括官地域作物課】

【研究代表機関】
農研機構北海道農業研究センター



２１．萌芽が極めて優れ株出し栽培で多収なさとうき
び新品種「はるのおうぎ」

高齢化や労働力不足により栽培環境が大きく変化するなか、本品種は生産課題の解決に
資するものとして、産地のニーズに合致している。また、台風常襲地域で栽培されてい
るため、耐倒伏性も強い本品種は、自然災害への対応の面からも普及を期待。【政策統
括官地域作物課】

「はるのおうぎ」の草姿
【研究代表機関】
農研機構九州沖縄農業研究センター

２２．質・量・強さ！３拍子そろった牧草チモシー
｢センリョク｣

効果的な普及のため、計画的な増殖・販売により、需要に応えることが重要。新品種に
取り組むことは重要だが、品種の能力を活かしきれず、低単収にとどまる場合もあるた
め、メリットを生産現場が実感できるよう、栽培上の留意事項等とセットで普及推進を
図ることが求められる。【生産局畜産部飼料課】

 低消化性繊維含量が低く、可溶性炭水化物
含量が高いため、高品質のサイレージ調製
が可能。

 収量性と耐倒伏性に優れる。

 混播適性、越冬性、斑点病抵抗性に優れる。

【成果提案元】
北海道立総合研究機構北見農業試験場

 株出し萌芽性に極めて優れ、茎数が多く、
耐倒伏性に優れる。

 新植、株出し栽培で多収である。

 原料茎重と糖収量は、春植え、株出しのい
ずれにおいても主要品種「NiF8」よりも多
い。



２３．簡単にできる！傾斜畑の土壌流亡対策

 地下浸透を増やす「土層改良」と後作緑
肥の「部分不耕起」で土壌流亡を防ぐ。

 生産者が普段使用している作業機を使っ
て取り組み可能。

 ２つの対策法を組み合わせることで、土
壌流亡量が３～５割減少。

実際のデータが記載されていること、これまで土木的対策が主流であった土壌流亡対
策について農業者自ら営農で解決できるなど導入費用も軽減されること、緑肥による
地力維持効果も期待できること、から生産現場における普及資料として活用が見込ま
れると考える。【生産局農業環境対策課】

【研究代表機関】
北海道立総合研究機構中央農業試験場

２４．マイクロ波抽出と簡易測定キットによる土壌養分
の簡易評価手法

分析に時間を要していた可給態窒素を迅速簡易、低コストで実施可能な手法がまとめら
れており、生産現場での普及が期待できる。また、多くの圃場を評価でき、資材費や環
境負荷の軽減に資するものと考える。【生産局農業環境対策課】従来法と比べ、要する
時間やコスト等評価でき、生産現場への普及が期待される。【生産局技術普及課】

 土壌養分（窒素、リン酸、カリ）含量レ
ベルを簡易に測定できる。

 簡易評価に要する時間は、３０検体で２
時間程度である。

 硫酸などの危険な試薬は不要であるため、
安全に測定することができる。

【研究代表機関】
岩手県農業研究センター



２５．緑肥利用マニュアル－土づくりと減肥を目指して－

これまで特定の県では緑肥活用の資料がだされていたが、日本全体のマニュアルは初め
て。緑肥導入効果を堆肥と比較しながら紹介するとともに、所得への効果、労働時間へ
の影響、導入に必要な機械などもあわせて示している点、普及資料として広く活用が期
待される。【生産局農業環境対策課】

 緑肥を活用した土づくり効果を堆肥との比
較で定量的に提示。

 緑肥の活用による減肥可能量を養分の種類
ごとに提示。

 様々な導入事例について、栽培暦や導入の
メリットを掲載。

【研究代表機関】
農研機構中日本農業研究センター

排水不良ほ場の改善が期待できる。【生産局技術普及課】
使用できる時期が広く、施工後の残効年数も従来の心土破砕より長いので、毎年の施工は
不要となるため、効果の高い排水対策である。特定の土壌条件で排水性の改善効果が高く
なるなど農業者に有益な成果であり、普及が期待される。【政策統括官穀物課】

２６．V字状に幅広な破砕溝を構築できる全層心土破砕
機「カットブレーカー」

 V 字状の刃で土塊を切断・持上げ、土塊の
重さで深層に挿入して心土を破砕する。

 土壌の攪乱が少ないため、土壌の化学性の
変化を抑えて物理性のみ改善できる。

 透水性や通気性が改善され、湿害に弱い大
豆や根域拡大が必要な根菜類など畑作物の
栽培に効果的。

【研究代表機関】
農研機構農村工学研究部門



２７．メッシュ農業気象データシステムの予報値を利用
した昆虫の世代予測システム

 メッシュ農業気象データ等から有効積算温
度を計算し、昆虫の生育ステージや世代を
予測するシステムを開発。

 害虫防除に関する情報と組み合わせて防除
適期を予測できる。

 本システムはアプリケーションとして提供
されており、スマートフォンでも利用可能。

防除適期の予測を行う上で害虫の世代予測は重要な情報であり、それらの情報が携帯端
末から容易に入手できるようになれば、効果的な防除の実施も可能となり、病害虫被害
の低減が期待できる。【消費・安全局植物防疫課】

【研究代表機関】
農研機構農業機械研究部門
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