
「最新農業技術・品種２０２２」
選定成果

令和４年１２月
技術政策室推進班

「最新農業技術・品種200X」は、今回が最後の公開となり、
今後は「「みどりの食料システム戦略」技術カタログ」に
移行します。

「みどりの食料システム戦略」技術カタログ
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/catalog.html



１．耐倒伏性品種の根出し種子を用いた水稲無コーティング
種子浅層土中播種栽培

 環境条件により苗立率が低下すること
から、根だけを伸ばす「根出し種子」
の利用により苗立率を向上させる。

 「根出し種子」は育苗器や催芽器を利
用して作成可能。

 「根出し種子」は催芽種子より苗立率
が高く、初期の葉齢が大きく、出穂期
が早い傾向にある。

【成果提案元】
農研機構 東北農業研究センター

２．早生で多収の直播栽培向き良質良食味水稲品種
「ちほみのり」

 出穂期、成熟期は「あきたこまち」よ
りやや早く、「あきたこまち」よりい
もち病に強い。

 「あきたこまち」よりも多収であり、
直播栽培の倒伏程度も少ないため、直
播栽培に適している。

 玄米の外観品質、炊飯米の光沢、粘り
は「あきたこまち」と同等で、「あき
たこまち」並の良食味である。

作業負担軽減やコスト低減につながる直播栽培の普及を図る上で、耐倒伏性や多収等の特
性に優れた品種の導入は重要。本品種は耐倒伏性に優れ、多収であるため、直播栽培で課
題となる収量の確保が可能となる。東北や北陸地方を中心に作期分散が必要な大規模経営
体などへの普及が期待される。【農産局穀物課】

【成果提案元】
農研機構 東北農業研究センター

「ちほみのり」の草姿
（左:まっしぐら，中:ちほみのり，右:あきたこまち）

鉄粉等の種子コーティング作業が不要なことから作業の軽減が図れ、耐倒伏性品種と組み
合わせることで収量増加や収益性の向上が見込める技術であり、既に本技術を導入してい
る地域もある。「栽培マニュアル」が作成され、従来の直播栽培と異なる種子予措や播種
方法などのポイントについても記載されていることから取り組み易い。【農産局穀物課】



３．ペレット肥料散布機付き除草機で省力化

化学肥料・農薬の低減や除草作業の大幅な省力化につながる技術であり、みどりの食料シ
ステム戦略にも合致する成果。資材費の低減や規模拡大が進めば、課題となる導入コスト
の問題も解決できる見込みがある。【農産局穀物課】
化学農薬及び化学肥料の低減に資する取組であり、農業の生産力向上と持続性の両立をイ
ノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」の実現に資する成果である。【農
産局技術普及課】

 施肥と同時に除草もできる肥料散布機
構付き除草機を開発。

 増量ロールの改良により、約180kg/10a
までのペレット肥料の施用が可能。

 肥料散布と除草の作業を1.5時間/10a程
度に短縮（既存技術では、14.3時間
/10a）。

【成果提案元】
福井県農業試験場

４．高機動畦畔草刈機

 １台で水田の畦畔及び整備法面におけ
る草刈り作業が可能な電動式のリモコ
ン草刈機を開発。

 従来の自走式草刈機のようにハンドル
を持って機体を支える必要がなく、作
業者負担を大幅に軽減。

 飛び石、塵、埃の影響や作業機の反発
を受ける危険性が減少し、作業の安全
性が向上する。

傾斜法面や水田畦畔等、場面に応じて柔軟に対応できる畦畔除草技術として期待される。
また、多目的ビークル＋アタッチ換装方式であれば、汎用性のメリットも提示可能となる。
除草作業の省力化や安全性向上につながる点も評価できる。【農産局穀物課】
アタッチメント追加等による適用性の拡大、低価格化等により、普及拡大を期待する。
【農産局技術普及課】

【成果提案元】
農研機構 農業機械研究部門



５．目が浅くて害虫に強い早生ばれいしょ「ゆめいころ」

生食用に仕向けられる品種については、平成31年２月に策定した「ジャガイモシストセン
チュウ抵抗性品種の作付拡大に関する方針」に基づき、令和10年までにジャガイモシストセ
ンチュウ発生ほ場における抵抗性品種への転換を優先的に取組むことを目標としており、当
該品種の早期普及を推進していきたい。【農産局地域作物課】

 「男しゃくいも」並の早生で、「男
しゃくいも」より10％程度多収なばれ
いしょ品種「ゆめいころ」を育成。

 「ゆめいころ」はジャガイモシストセ
ンチュウ抵抗性と“中”程度のそうか病
抵抗性を有する。

 塊茎の目が「男しゃくいも」より浅い
ことから、剥皮歩留まりが高い。

【成果提案元】
北海道立総合研究機構 北見農業試験場

６．施設内環境測定値活用のための「週間環境データ自動計
算シート」

 主要な環境測定機器に対応した環境デー
タ加工を補助する自動計算シートを作成。

 マニュアルに従い、環境測定機器で測定
したデータをシートにコピーし、所定の
操作を行うことで週単位での環境データ
の整理・加工、農場間での比較を容易に
行うことが可能。

 多数の都道府県や県内外の生産者に配布
しており、単収や生産性の向上につな
がっている。

環境制御型の施設園芸への転換を推進しており、環境モニタリング結果を集計・見える化す
るための手段として期待できる。環境測定データの効率的な活用という課題の解決に資する
ツールである。【農産局園芸作物課】

【成果提案元】
宮城県農業・園芸総合研究所

「ゆめいころ」の塊茎

（左：ゆめいころ、右：男しゃくいも）



７．耐暑性に優れる濃緑色の小ネギF1用品種「やまひこ」の
育成と特性を活かした灌水方法

耐暑性と収量性に優れた小ネギ用新品種であり、特に高温期の安定生産に資すると考えら
れ、栽培マニュアルとともに、広く普及を期待する。【農産局園芸作物課】

 耐暑性と収量性にも優れ、市販品種よ
りも葉色が濃い小ネギF1品種「やまひ
こ」を種苗会社と共同育成

 高温による減収を回避でき、葉先の枯
れを除去する調製労力の省力化も期待

 濃緑色の特性を活かし、施肥量を削減
（N量 1.0kg/a）し、本葉２葉期と４葉
期に積極的に灌水する栽培マニュアル
を作成

【成果提案元】
山口県農林総合技術センター

YSG1号(花粉親)、 やまひこ、 浅黄系九条
図．調製済み小ネギ

８．生物農薬タバコカスミカメによる施設栽培大玉トマト
のタバココナジラミ防除技術

 天敵タバコカスミカメの放飼によりタ
バココナジラミの抑制を行う防除体系
を確立し、マニュアル化。

 慣行防除と比較して化学合成殺虫剤の
散布回数を半減可能であり、費用は同
程度。

 慣行防除と比較してタバココナジラミ
を抑制することが可能。

トマトの重要害虫であるタバココナジラミは農薬抵抗性個体が拡大しており、天敵の利用
が期待されている。みどりの食料システム戦略の化学農薬の使用低減に向けた取組にも資
する技術である。【農産局園芸作物課】

【成果提案元】
静岡県農林技術研究所

タバコカスミカメ
（上：成虫，下：幼虫）



９．早期成園化と省力化を実現するニホンナシのジョイント
Ｖ字トレリス樹形

 ニホンナシの早期成園化や省力化が可
能な樹体ジョイント栽培をさらに改良
した樹形を開発。

 平棚が不要で、せん定などの管理作業
や収穫作業時間の削減と、作業姿勢が
改善される。

 列状、均一な樹冠構造のため、防除、
収穫作業の機械化が可能となる。

日本なしの栽培面積が減少している今日において、作業の省力化が見込める本技術は栽培
拡大の一助となる可能性があると考えられる。令和４年度当初予算における果樹経営支援
対策においても定額支援が可能な樹形として認められており、今後の積極的な普及による
生産基盤の強化が期待される。【農産局果樹・茶グループ】

【成果提案元】
神奈川県農業技術センター

１０．酸味が少なく糖度が高いニホンスモモ新品種
「ハニービート」

7月上中旬に収穫となる、酸味が少なく糖度が高いニホンスモモ品種は限られており、ニ
ホンスモモ振興上も期待が寄せられることに加え、果実全体の流通からも、モモ流通前
の国産果実の市場からの需要に応えうる期待の早生品種と考えられる。【農産局果樹・
茶グループ】

 ニホンスモモの主要品種「ソルダム」
や「サマーエンジェル」よりも成熟期
が約10日早い「ハニービート」を育成。

 果実重は「ソルダム」と同程度で糖度
が高く、酸味が少なく、食味も良好。

 他の品種と比較して黒斑病の発生が少
ない。

【成果提案元】
農研機構 果樹茶業研究部門



１１．渋皮が簡単に剥ける早生のニホングリ新品種
「ぽろすけ」

 「ぽろたん」と相互に受粉可能で「ぽ
ろたん」の約1週間前に収穫できる、渋
皮のむきやすい早生の新品種「ぽろす
け」を育成。

 「ぽろすけ」は「ぽろたん」と同様に、
⿁皮に傷を入れて加熱するだけで、渋
皮を簡単にむくことができる。

 「ぽろすけ」と「ぽろたん」を混植す
ることで、渋皮のむきやすい果実だけ
を安定生産する圃場を作ることができ
る。

渋皮が剥きやすい品質については、需要に応えうる特性を備えており、現在流通しているぽ
ろたんとの相互授粉が可能なことなどから、剥皮性の優れた品種の普及拡大に貢献が期待で
きる。【農産局果樹・茶グループ】

【成果提案元】
農研機構 果樹茶業研究部門

１２．イチジク株枯病に極めて強い抵抗性台木新品種
「励広台1号」

果樹は⾧期間の栽培が必要であることから、土壌病害の対策が困難である。また、土壌かん注などの
農薬防除も経費や労力面で課題が多い。土壌病害に対して土壌消毒等の対応が困難な果樹栽培におい
て、根本的な回避策を開発した成果として特筆すべきものである。【農産局果樹・茶グループ】

 イチジク株枯病に極めて強い抵抗性を
有する台木「励広台1号」を育成。

 現行のイチジク品種の全てがイチジク
株枯病に罹病性であるため、「励広台1
号」はイチジク安定生産に貢献できる。

 休眠枝や緑枝挿し木によって容易に繁
殖でき、主要品種「桝井ドーフィン」
や｢蓬莱柿｣との接ぎ木親和性も高い。

【成果提案元】
農研機構 果樹茶業研究部門



１３．日持ち性が極めて良いカーネーション品種
「カーネフジ愛農１号」

 日持ちが17.2日と主要品種と比較して
⾧く、開花も早いカーネーション品種
「カーネフジ愛農１号」を育成。

 茎が硬く、早生性であるため、国産切
り花の端境期である10月、年内の需要
期である11、12月に品質の高い切り花
を収穫できる。

国産花きの需要拡大のためには生産性が高く、実需者ニーズにも適応した品種の育成・普及
を進めることが重要。本品種は従来品種よりも高い収量性を有し、日持ち性の良さや業務用
からホームユース向けにも適応した販売適性の広さといった実需者のニーズにも対応した品
種であることから、普及の可能性は高いと期待される。【農産局園芸作物課】

【成果提案元】
愛知県農業総合試験場

１４．糖含量が高くTDN収量の多いオーチャードグラス
中生品種「えさじまん」

効果的な普及のため、種子の計画的な増殖・販売により、生産現場からの需要に確実に応
えることが重要。また、当該品種の能力を十分発揮できるよう、品種の特徴、メリットと
併せて、栽培上の留意事項、栽培技術等の周知・広報、普及推進を図ることが求められる。
【畜産局飼料課】

 糖含量とTDN（可消化養分総量）含量
が従来品種「ハルジマン」より多い
オーチャードグラス中生品種「えさじ
まん」を育成。

 従来品種よりTDN収量が9%多いため、
生産費が3,690円/ha削減され、糖含量
向上により、サイレージ発酵が良好と
なる。

【成果提案元】
農研機構 北海道農業研究センター



１５．多収で栽培特性が優れ、一般米と識別性が高い
飼料用米新品種「ゆたかまる」の育成

 既存品種「みなゆたか」とほぼ同熟期
で、精籾重・粗玄米重ともに５％多収
な「ゆたかまる」を育成。

 「みなゆたか」より耐倒伏性、耐冷性
が１ランク強い「かなり強」、いもち
病抵抗性（葉いもち・穂いもち）が３
ランク強い「極強」。

 玄米外観品質は乳白・腹白の発現が多
く「みなゆたか」より劣り、一般米と
識別性が高い。

既存品種「みなゆたか」と比較して多収で、耐倒伏性、耐冷性もより強いことから、今後
の飼料用米の効率的な生産に資すると考えられる。青森県において普及推進ののち、青森
県以外の北東北地域への広域での普及を期待する。【畜産局飼料課】

【成果提案元】
（地独）青森県産業技術センター農林総合研究所

図．玄米の比較
左：ゆたかまる 右：みなゆたか

１６．国産資源を活用した日本独自チーズ

国内の乳酸菌や麹菌の活用により、うま味の増強等、国産チーズの差別化・高付加価値化に
繋がる成果を得られた点が高く評価できる。また、熟成期間の短縮による生産性向上が期待
できる点も評価できる。【畜産局牛乳乳製品課】

 乳酸菌「Jチーズスターター」の利用に
より、熟成期間を短縮しても、うま味
を呈するグルタミン酸濃度が従来品よ
り高く、官能評価で高い評価が得られ
るチーズを製造できる。

 麹菌と酒粕の利用、製造条件の最適化
により「麹チーズ」を開発。従来のカ
ビ熟成チーズと比較して、風味成分に
新規性がある。

【成果提案元】
農研機構 食品研究部門



１７．安価かつ簡便にハウスの遠隔監視に使えるIoT機器
「通い農業支援システム」

 生産者が導入しやすい安価で簡便なハ
ウス遠隔監視システムを構築。

 通信機能付きマイコン、小型パソコン、
スマートフォンのメッセージアプリを
組み合わせ、配布プログラムを適用す
ることで、生産者自身が遠隔で監視で
きるシステムを構築可能。

 温度、湿度などのデータを定期的に通
知し、栽培環境の異常も通知する。

安価に作成できるため、市販の環境モニタリング装置を割高に感じていた農家でも導入しや
すい。マニュアルも公開されており、見回る時間・労力の削減が可能である。【農産局園芸
作物課】

【成果提案元】
農研機構 東北農業研究センター

１８．重量計付きブロードキャスタ

化学肥料の低減に資する取組であり、「みどりの食料システム戦略」の実現に資する成果で
ある。また、データを活用したスマート農業の実現に資する成果で、本技術の活用により、
農地の条件等によっては増収・増益効果が期待される。【農産局技術普及課】

 資材残量を逐次計測し、作業時資材残
量の変化から、指示通りの施肥量にな
るよう自動で調整可能なブロードキャ
スタを開発。

 資材残量が一定量以下になるとアラー
ムでお知らせ。資材補給のタイミング
を逃さない。

 重量計により、散布量を自動補正する
ため、高精度な散布が可能。

【成果提案元】
農研機構 農業機械研究部門



常雇いを導入した経営体は増加傾向にあり、農業法人における人材育成は重要な課題となっ
ている中で、全国の農業法人に対して調査を実施し、立場ごとに人材育成のポイントをまと
めたことは意義がある。【経営局就農・女性課】

１９．農業法人における従業員の人材育成ガイドブック

 従業員を雇用する際に必要となる採用、
育成、評価のポイント及び人材育成・
定着を図るためのツール、労働安全に
配慮した労務管理のポイントについて
記載。

 役職別に人材育成のポイントが記載さ
れているため、雇用経験が少なくても
ポイントを把握可能。

 従業員の定着を促すことが可能な職務
満足度分析ツールについて記載。

【成果提案元】
農研機構 中日本農業研究センター


