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ｅ‐普及だより　　　　　　　 　　　  臨時増刊号（通算９２４号）

　　　　　　　　　　　　　平成２９年８月８日
　　　　　　　編集・発行　農林水産省生産局技術普及課

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
　今号は、農研機構の研究成果の記事が多く集まりましたので、農研機構の
記事を中心とした臨時増刊号を配信いたします。
　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　】
【技術普及課からのお知らせ】
　☆農業競争力強化支援法が８月１日から施行されました
【新品種情報のご紹介】
　☆水稲新品種：早生で多収の極良食味品種「つきあかり」・餅が硬くなり
　　にくい晩生の多収もち品種「ふわりもち」
　☆雪腐病に強い早生イタリアンライグラス新品種「クワトロ-TK5」につい
　　て
　☆いもの肥大が早く、ごく多収の青果用サツマイモ新品種「からゆたか」
　☆加工時に臭わず黄変しないダイコン品種「悠白(ゆうはく)」と「サラホ
　　ワイト」
　☆西南暖地に向く早生モモ新品種「さくひめ」
　☆渋皮がむきやすい早生のニホングリ新品種「ぽろすけ」について
　☆抹茶や粉末茶に適した緑茶用新品種「せいめい」
　☆かいよう病に強く、豊産性のレモン新品種「璃の香」について
【新技術情報のご紹介】
　☆水田の地力窒素を簡易・迅速に判定する方法
　☆土壌pH矯正で土壌病害の被害を軽減する技術を開発しました
　☆資材をつかわず迅速・簡単に暗渠を施工 ～穿孔暗渠機「カットドレー
　　ン」を開発～
　☆農研機構の新しい鳥害対策「畑作テグス君」＆「らくらく設置3.5」

　　　　╋╋・‥…　技術普及課からのお知らせ　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆農業競争力強化支援法が８月１日から施行されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【生産局技術普及課】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　８月１日から、農業競争力強化支援法が施行されました。
　この法律では、「良質かつ低廉な農業資材の供給」と「農産物流通等の合
理化」の実現に向け、国の責務や取り組むべき施策の方向性を定めるととも
に、農業資材や農産物流通・加工に関する事業者が、事業再編等を行う際に
活用できる支援措置を講じることとしています。
　また、農業者が資材の調達や農産物の出荷等に必要な情報入手の円滑化（
いわゆる「見える化」）にも取り組むこととしています。
　本法律の運用については、農林水産省生産局技術普及課を省全体の窓口と
し、各資材・品目担当部局が連携して対応することとしています。
　本法律にかかる各種資料・問合せ先は以下ＵＲＬに掲載しておりますので、
農業者や関係事業者等の方から問合せがあった際にご活用ください。
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【農業競争力強化支援法ホームページ】
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/sienhou/index.html
また、「見える化」の取組については「まるみえアグリ」（農林水産「見え
る化」シリーズ）ポータルサイトをご覧ください。

【まるみえアグリ（農林水産「見える化」シリーズ）ポータルサイト】
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/marumie/index.html

※お問合せ先　
　　農林水産省　生産局　技術普及課（担当：上野、本宮）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（０３－６７４４－２１８２）

　　　  　　　　╋╋・‥…　新品種情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆水稲新品種：早生で多収の極良食味品種「つきあかり」・餅が硬くなりに
くい晩生の多収もち品種「ふわりもち」【農研機構中央農業研究センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　近年、農業生産法人等の大規模化が進んでおり、移植や収穫時期の分散に
対応できる品種への要望が高まっています。そこで、農研機構では「コシヒ
カリ」と熟期が異なり、栽培がしやすく用途に適した品種の開発に成功しま
した。
　「つきあかり」は、炊飯米の外観が艶やかで、食味は「コシヒカリ」と同
等以上、炊飯後４時間保温した場合でも美味しさが保たれます。「コシヒカ
リ」よりも早く収穫が可能で、収穫時期がほぼ同じ「あきたこまち」より８
～９%程度多収です。このため、家庭向けとしてはもちろん、業務用途米とし
ての普及が期待されます。栽培適地は、「あきたこまち」の栽培が可能な東
北中南部、北陸、関東以西で、新潟県上越地域では本格栽培が始まっていま
す。
　「ふわりもち」は、餅が硬くなりにくく、外観が良く食味に優れるため、
和菓子などの原料に適しています。北陸では「コシヒカリ」よりも晩生、「
モチミノリ」よりも10%程度多収で、耐倒伏性はやや強、いもち病や縞葉枯病
への耐病性にも優れています。栽培適地は、北陸、関東以西の地域です。
　種子の入手先は、農研機構育成品種の種苗入手先リスト
http://www.naro.affrc.go.jp/patent/breed/seeds_list/index.html
より検索可能です。
　普及指導員の皆様には、作業競合に悩む農業者や6次産業化素材を検討中の
方々に本品種の活用を勧めていただきますよう、お願いいたします。
https://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/narc/2015/narc15_s08.htm
l
https://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/narc/2015/narc15_s09.htm
l

※お問い合わせ先　
農研機構　中央農業研究センター北陸研究拠点（担当：企画連携チーム）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０２５－５２６－３２１５）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆雪腐病に強い早生イタリアンライグラス新品種「クワトロ-TK5」について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構東北農業研究センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　イタリアンライグラスは雪腐病に弱いため、積雪地では中生品種を利用す
ることが多いですが、夏作までの作業期間（トウモロコシ等の播種までの期
間）が短いことが問題でした。そこで農研機構では、根雪期間80日程度まで
の地域でも栽培できる早生の品種として、「クワトロ-TK5」の育成に成功し
ました。
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　「クワトロ-TK5」の導入により次の効果が期待できます。まずは、雪腐病
を危惧して仕方なく中生品種を栽培してきた生産者にとって、夏作までの作
業期間に余裕ができることです。また、積雪のためイタリアンライグラス－
トウモロコシの二毛作ができなかった地域でも、二毛作による飼料生産が可
能になります。既存の早生品種を栽培している生産者にとっては、雪腐病に
よる減収を回避でき、安定生産が可能になる利点があります。さらに雪腐病
が問題とならない地域でも、通常の早生品種と同等の収量を確保できます。
一部の圃場に本品種を播種し、爆弾低気圧等の突発的な大雪に備えることも
有効な活用方法です。
　なお、本品種の種子は2019年に販売され、同年の秋には播種可能となる予
定です。
　普及指導員の皆様におかれましても、本品種導入のメリットをご理解いた
だき、積雪地でイタリアンライグラスを栽培している生産者・団体に対して、
本品種の活用をお勧めくださいますようお願いいたします。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
　URL　http://www.naro.affrc.go.jp/org/tarc/seika/jyouhou/H27/chikusan/H27chikus
an007.html
（東北5号は「クワトロ-TK5」と命名されました。）
　
※お問い合わせ先　
　農研機構東北農業研究センター（担当：久保田明人）
　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号：０１９－６４３－３５６３）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆いもの肥大が早く、ごく多収の青果用サツマイモ新品種「からゆたか」
　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構次世代作物開発研究センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　青果用サツマイモは端境期の夏場に高値で取引されますが、早掘用として
十分な外観と収量を示す品種はあまりありません。また、サツマイモは圃場
での栽培期間が３～４ヶ月かかり、気象条件や前後作により十分な栽培期間
が確保できない地域では導入が困難でした。
　そこで農研機構では、いもの肥大が早く、ごく多収で外観に優れる品種と
して、「からゆたか」の育成に成功しました。「からゆたか」の導入により、
既存産地では早掘栽培での収量向上が期待されるとともに、これまで栽培期
間が十分に確保できなかった地域へのサツマイモの新規作付けが可能になり
ます。
　種苗の入手先は農研機構のHPで閲覧可能です。普及指導員の皆様におかれ
ましても、本品種について知って頂き、畑作地帯でサツマイモ農家等に対し
て本品種の活用を勧めていただきますようお願いいたします。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/nics/2013/nics13_s09.html
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nics/054303.html

※お問い合わせ先　
　農研機構　次世代作物開発研究センター（担当：片山）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（TEL:０２９－８３８－８５００） 
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（e-mail:kenktym@affrc.go.jp）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆加工時に臭わず黄変しないダイコン品種「悠白(ゆうはく)」と「サラホワ
イト」　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構野菜花き研究部門】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　加工業務用ダイコンとしてたくあん原料に適する品種「悠白（ゆうはく）」
とおろしやつまなどの生食加工や切り干しに適した品種「サラホワイト」を
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育成しました。両品種ともに白首大根で、加工時に生じるたくあん臭や黄変
の元となる成分を含まない、世界初の実用品種です。
　「悠白」を用いて製造したたくあん漬では、冷蔵庫内での保存時や、たく
あん漬を添えた弁当を電子レンジで加熱しても臭気が生じず、臭いが気にな
りません。また、漬物原料として長期間漬け込んでも黄色く発色しません。
　「サラホワイト」を原料とした大根おろしでは、製造後一年間冷凍貯蔵し
ても臭気や黄変が生じず、辛味やフレッシュ感が残存します。また、肉質が
硬く固形分が多いため、つまやおろしへの加工適正に優れます。
　このように、「悠白」、「サラホワイト」を用いることで、野菜ジュース
へ添加など新しい大根加工品の開発が可能です。
　「悠白」は秋播き秋冬どり、「サラホワイト」は秋播き冬どりの作型に適し
ており、栽培法は一般的なダイコンと変わりません。種子は渡辺農事（株）か
ら販売されています。
　「悠白」、「サラホワイト」は新たなコンセプトで開発したこれまでにない
品種です。普及指導員の皆様におかれましても、両品種にご興味を持っていた
だき、生産者や実需者様に情報を提供していただけましたら幸いです。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
　http://www.naro.affrc.go.jp/patent/breed/laboratory/vegetea/index.html

※お問い合わせ先　
　農研機構　野菜花き研究部門　（担当：石田正彦）
　　　　　　　　　　　　　　　（０２９－８３８－６５７４）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆西南暖地に向く早生モモ新品種「さくひめ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構果樹茶業研究部門】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　日本の主要なモモ品種が春に正常に開花するためには、冬に一定時間以上、
低温にさらされる必要がありますが、今後温暖化が進行すると、冬の低温が
不十分となり、モモの生産が不安定になる産地があると見込まれています。
このような地域でモモ生産を継続するために、低温にさらされる時間が短く
ても正常に開花する品種が求められています。
　農研機構は、開花に必要な低温にさらされる時間（低温要求時間）が日本
の主要品種の約半分に短縮されたモモ新品種「さくひめ」を育成しました。
温暖化により冬の気温が高くても、安定した開花と結実が見込めることから、
モモの安定生産に貢献します。
　果実の大きさや糖度は、早生の主要品種である「日川白鳳」と同等で、育
成地では「日川白鳳」よりも５日ほど早く成熟します。
　全国で栽培可能で、早生品種の栽培割合の高い西日本の産地を中心に普及
が期待されます。苗木は平成29年秋より販売される見込みです。
　普及指導員の皆様におかれましても、本品種について知って頂き、本品種
の活用を勧めていただきますようお願いいたします。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
　URL　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/07602
3.html

※お問い合わせ先　
　農研機構　果樹茶業研究部門　（担当：和田）
　　　　　　　　　　　　　　　（０２９－８３８－６４５１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆渋皮がむきやすい早生のニホングリ新品種「ぽろすけ」について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構果樹茶業研究部門】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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  渋皮がむきやすいクリ「ぽろたん」は、農研機構が育成して平成19年に品
種登録されたクリ品種で、その後普及が進んでいます。今回ご紹介する新品
種「ぽろすけ」は、農研機構が育成した、「ぽろたん」と同じように渋皮が
むきやすく、「ぽろたん」より１週間程度早く収穫できるニホングリです。
「ぽろすけ」は全国のクリ産地で栽培可能で、「ぽろたん」と併せて栽培す
ることにより、渋皮がむきやすいクリの収穫期間を拡大できます。
  また、「ぽろすけ」と「ぽろたん」は相互に受粉樹として利用できるため、
この２品種を植栽することで、渋皮がむきやすいクリを安定生産できます。
苗木は平成29年秋より販売される見込みです。
　普及指導員の皆様におかれましても、本品種について知って頂き、産地で
クリ導入農家に対して本品種の活用を勧めていただきますようお願いいたし
ます。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
URL　 
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/074118.html

※お問い合わせ先　
　農研機構　果樹茶業研究部門　（担当：和田）
　　　　　　　　　　　　　　　（０２９－８３８－６４５１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆抹茶や粉末茶に適した緑茶用新品種「せいめい」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構果樹茶業研究部門】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　近年、国内外で抹茶や粉末茶の需要が高まっており、これらの生産に適し
た新品種が望まれています。そこで、農研機構は、農林水産業・食品産業科
学技術研究推進事業の助成を受け、栽培適地の広い、抹茶や粉末茶に適した
緑茶用新品種「せいめい」を育成しました。
　「せいめい」は高品質品種「さえみどり」より耐寒性に優れ、関東以南で
栽培可能です。また、「せいめい」の被覆栽培における収量と抹茶やかぶせ
茶の製茶品質、露地栽培における収量と煎茶の製茶品質は、「さえみどり」
や主要品種「やぶきた」より優れます。
　「せいめい」の導入により、高品質な抹茶や粉末茶、かぶせ茶、煎茶の生
産が可能となり、生産者と実需者の収益性の向上が期待されます。なお、苗木の
入手先については農研機構HPにおいて紹介しています。
　普及指導員の皆様におかれましても、本品種について知って頂き、主要茶産
地の生産者において、本品種の活用を勧めていただきますようお願いいたします。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
　URL　https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nifts/0754
16.html
  苗木入手先一覧
　URL　https://cms.naro.affrc.go.jp/nifts/kih/ 

※お問い合わせ先　
  農研機構　果樹茶業研究部門　（担当：荒木）
　　　　　　　　　　　　　　　（０５４７－４５－４１０５）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆かいよう病に強く、豊産性のレモン新品種「璃の香」について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構果樹茶業研究部門】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
  近年、国産レモンの生産が増えていますが、レモンはかいよう病に弱いた
め露地栽培の適地は非常に限られています。農研機構で育成した「璃の香」
は、かいよう病に強く、連年結実し豊産性で栽培しやすいレモン品種として
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期待されています。
　「璃の香」は一般的なレモンに比べ果皮の香りが弱いですが、果実の肥大
も良く収穫期が早い点で優れています。果肉の割合が高く、加工用として利
用も可能です。
　「璃の香」はかいよう病に強く、樹体の耐寒性に問題が認められないため、
全国のカンキツ生産地での露地栽培が可能です。苗木はすでに販売されてお
りますので、苗木業者等から入手いただけます。
　普及指導員の皆様におかれましても、本品種について知って頂き、香酸カ
ンキツとして生果利用だけでなく加工用カンキツ品種の導入を検討している
産地や新しい加工品の開発を行っている企業、農業法人等に対して本品種の
活用を勧めていただきますようお願いいたします。
   
※詳細は下記のページをご参照下さい。
URL　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/052295.
html

※お問い合わせ先　
　農研機構　果樹茶業研究部門　（担当：和田）
　　　　　　　　　　　　　　　（０２９－８３８－６４５１）

　　　　　　　　╋╋・‥…　新技術情報　…‥・╋╋
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆水田の地力窒素を簡易・迅速に判定する方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構中央農業研究センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　土壌診断によって土壌の養分状態を知ることが適切な施肥の第一歩、なか
でも土壌からゆっくりと作物に供給される窒素（地力窒素）は、土壌の作物
生産力を左右する重要な診断項目のひとつです。しかし、わかってはいても、
地力窒素の指標である可給態窒素の測定は多くの時間と労力を要し、簡単で
はありませんでした。
　そこで、農研機構では、水田土壌の可給態窒素をより短期間に簡便に測定
する方法を開発しました。分析機器の整備された機関での分析はもちろんの
こと、必ずしも機器の整備が十分でない普及指導機関でも分析できる方法を
具体的な手順としてマニュアルに掲載しています。
　普及指導員の皆様におかれましては、下記のホームページをご覧頂き、現
場の技術技術指導に利用できる分析方法としての活用をご検討ください。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/narc/manual/
062019.html
※お問い合わせ先　
　農研機構　中央農業研究センター　（担当：広報チーム）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表０２９－８３８－６７３９）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆土壌pH矯正で土壌病害の被害を軽減する技術を開発しました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構東北農業研究センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　土壌病害は、野菜や畑作物に発生して被害をもたらしますが、その防除対
策については、土壌消毒や耐病性品種の利用など限られた方法しかありませ
ん。
　そこで農研機構では、転炉スラグ（製鉄過程で生成される副産物を原料と
した石灰質肥料）を用いて土壌pHを7.5程度に矯正することで、被害を軽減
させる技術を東京農業大学や東北地域の公設研究機関との共同により開発し
ました。
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　本技術は、各種野菜の土壌伝染性フザリウム病、アブラナ科野菜の根こぶ
病、ウリ科野菜のホモプシス根腐病、トマト青枯病などに効果があります。
一方、バーティシリウム属菌が引き起こす各種野菜病害やジャガイモそうか
病などでは被害が拡大する場合があるので注意が必要です。
　本技術は土壌環境を改善するという耕種的な手法で、殺菌効果はありませ
ん。したがって、被害が大きい場合は土壌消毒や耐病性品種と併用して防除
対策を組み立てることも重要です。
　土壌病害の被害に苦しむ産地を抱えている普及組織の皆様におかれまして
は、本技術の適用を検討してみては如何でしょうか。具体的な手法や技術を
活用する際の注意点については下記のホームページをご覧下さい。

※詳細は下記のページをご参照下さい。
　URL　http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/laboratory/tarc/
material/056110.html

※お問い合わせ先　
　農研機構東北農業研究センター　（担当：門田育生）
　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号０１９－６４３－３５４０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◆資材をつかわず迅速・簡単に暗渠を施工 ～穿孔暗渠機「カットドレーン」
を開発～　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構農村工学研究部門】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　最近の極端な天候は、畑作物の湿害による減収被害を多発させています。
そのため、畑作物の安定生産には、抜本的な排水改良である暗渠整備が必要
です。しかし、これまでの資材を用いた暗渠整備では、時間と費用がかかり
ました。
　そこで、農研機構では、暗渠管や疎水材などの資材を用いることなく深さ
70cmまでに通水空洞を作る穿孔暗渠の施工方法とその施工機を開発しました。
この新技術の導入により、農家や農業法人、地域は、安く・簡単・迅速に農
地の排水性を高めることができ、畑作物の生産を強化できます。既にアタッチ
メントが販売されており、現場への導入も進んでいます。
　普及指導員の皆様におかれましても、本技術について知って頂き、排水改
良に悩む農家、農業法人に対して本技術の活用を勧めていただきますようお
願いいたします。

※詳細は下記のページをご参照下さい。

実用新技術成果選集
(1)プレスリリースの概要
http://www.naro.affrc.go.jp/org/nkk/m/44/01-01-05.html
(2)空洞成形状況(動画:22秒)
http://www.naro.affrc.go.jp/org/nkk/m/45/02-02.wmv
(3)施工状況(動画:23秒)
http://www.naro.affrc.go.jp/org/nkk/m/45/02-03.wmv
(4)メーカーパンフレット
http://www.naro.affrc.go.jp/org/nkk/m/45/02-04.pdf
(5)カットドレーン製造会社「株式会社北海コーキ」ホームページ
http://hokkai-koki.sakura.ne.jp/

※お問い合わせ先　
　農研機構　農村工学研究部門　（問い合わせ：北川）
　　　　　　　　　　　　　　　（０２９－８３８－７５５５）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ページ(7)



e-普及だより臨時増刊号290808.txt
◆農研機構の新しい鳥害対策「畑作テグス君」＆「らくらく設置3.5」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【農研機構中央農業研究センター】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　かかしや爆音機等の鳥害対策は、どれも短期間で鳥が慣れてしまい、高価
で、設置や撤去の作業が大変です。そこで農研機構では、２つのアプローチ
でこれらを改善するための技術開発を行いました。
　まず、カラスの侵入を防ぐテグスを畑ほ場に簡単に設置できる「畑作テグ
ス君」を開発しました。実施事例では、資材費は10aあたり約１万７千円、作
業時間（２名）は設置が1.5〜２時間、撤去が１〜1.5時間で、現地試験では
レタス・ハクサイのセル苗定植後のカラス抜き取り被害が、前年の２割程度
からゼロになりました。
　次に、テグスでは防げない中・小型鳥類も含めた対策として、樹高3.5mま
での果樹１〜２列を単位として簡単に防鳥網を設置、撤去できる技術「らく
らく設置3.5」を開発しました。１a(幅５m、長さ２０mの樹高3.5mの樹木が１
列)のほ場での実施事例では、資材費は約３万７千円、４名で作業した場合の
初回の作業時間は約２時間でした。現地かんきつ圃場での比較試験では、非
設置区と比べて設置区では被害がゼロか、ほとんどなくなりました。
　どちらも一般的に入手できる安価な資材を使っており導入も容易で、マニュ
アルは下記からダウンロードできます。このほか、鳥獣害グループのHP（「農
研機構　鳥獣害」で検索）には鳥獣害対策情報が満載となっています。一度
ご覧になってみてください。
http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/chougai/wildlife/hatasaku_tugusu_20160118.p
df
　（畑作テグス君）
http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/chougai/wildlife/birdnet3.5_manual_20160108
.pdf
　（らくらく設置3.5）
※お問い合わせ先　
　農研機構　中央農業研究センター　（担当：広報チーム）（029-838-6739）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　編集後記
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　臨時号の配信です。こうして新品種・新技術についての記事をまとめて並
べてみると、日々品種改良や技術開発が行われていることを感じますね。
　当メールマガジンの読者層ですが、１番人数が多いのは普及指導員、次に
農業者の方々です。お探しの品種や技術はありましたでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎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。
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