
開発機関： 茨城県農業総合センター農業研究所・有限会社 横田農場、予算区分【攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技
術緊急展開事業（うち産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立）】

水稲を栽培する大規模経営体に適した、省力的かつ安価な流し込み施肥技術。

ほ場で直接液肥が作れる水稲用流し込み施肥装置

導入をオススメする対象
水稲を栽培する全国の生産者（灌漑水量が
豊富で、基盤整備実施済みの水田地域）

・作業分散のため品種を多様化させている大規模経営体において、安定的に収量を得るためには、
生育ステージに合わせた追肥が重要であるが、夏場の追肥作業は極めて重労働である。

・省力的な追肥作業が可能となる「水稲用流し込み施肥装置」を県内の農業生産法人と共同開発した。

研究成果の内容

研究開発の背景

期待される効果

・水稲栽培において、従来の背負式動力散布機による追肥作業を大幅に省力化。
・安価な尿素を使用することで、水稲を栽培する大規模経営体において肥料散布にかかるコストを削減。
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流し込み追肥により、動散による慣行追肥と
比べ、追肥にかかる労力を大幅に省力化◆ 成果の概要 その１

① 安価な固形肥料（尿素）を使用し、ほ場で直接
流し込み溶液を作成できる流し込み施肥装置。

② 施肥装置を２層構造とし、フロート制御とする
ことで、装置から流出する流し込み溶液の滴
下流量は、時間が経過してもほぼ一定。

◆ 成果の概要 その２

開発した流し込み施肥装

置を用いて、現地実証を行

った結果、流し込み施肥前

は、田面土壌が湿潤状態を

保つ程度に落水し、長時間

かけて肥料を流し込むこと

で、施肥後の田面水中の尿

素態窒素濃度のばらつき

が抑えられることを確認。

・流し込み施肥試験による、玄米の収量・品質は、
背負式動力散布機による慣行区と同等である。

・流し込み施肥により、追肥にかかる作業時間は、
現地慣行と比較すると、約６割削減できる。

撹拌装置

第1容器

流量調節
ﾊﾞﾙﾌﾞ

第2容器

滴下ﾊﾟｲﾌﾟ
図 施肥前の田面水深の違いによる流し込

み施肥後の田面水中窒素濃度の分布例

現地圃場の試験結果(H26)。○は水口を示す。圃
場面積10～15a。窒素施肥量3kg/10a。圃場高低
差約2～4cm。滴下流量1.9～3.9mL/秒。撹拌装置

なし。

安価な固形尿素を使用 肥料の撹拌装置

流入施肥 動散（慣行）

0.15 0.15
0.06 0.17
0.21 0.32

基肥 1,510 1,510

追肥 425 556

315 480

2,250 2,546

注1） 労働時間　基肥：現地経営の実測　追肥：作業計測

注2）

注3） 上記の費用には作業機や施肥装置の機械費は含めていない。

費用
(円)

肥料費

労働費
（1,500円/hr）

費用合計（円）

全ての施肥体系の窒素総量は同量として試算し、基肥の肥料費は，流入施肥と動散とも
に化成(14%)1,510円/20kg　N：2.8kg＝20kg＝1,510円とした。追肥の肥料費は，流入施
肥：尿素(46%)1,847円/20kg　N：2.1kg＝4.6kg＝425円，動散：硫安(21%)1,112円/20kg
N：2.1kg＝10kg＝556円とした。

基肥＋追肥

労働時間
(hr)

基肥

追肥

労働時間合計（hr）

115 162 70 154
216 100 40 41
20 160 53 57
1 4 74 88
0 1 70 51

変動係数　106 % 変動係数　48 %

施肥前の田面水深
3.4cm

施肥前の田面水深
0.5cm未満

平均　　 　　78 mg/L 平均　　 　　70 mg/L



高温下で白未熟粒が発生しにくい
（左：あさひの夢、右：とちぎの星）

左：あさひの夢、右：とちぎの星

開発機関： 栃木県農業試験場、予算区分【県単独予算】

高温による品質低下を受けにくく、良食味、多収で耐倒伏性に優れ、イネ縞葉枯病抵抗性を有する中晩生品種。

高温登熟性に優れ、良食味でイネ縞葉枯病に強い水稲新品種「とちぎの星」

導入をオススメする対象
高温による品質低下が問題となっている
地域およびイネ縞葉枯病発生地域

・出穂期以降の高温による白未熟粒および胴割粒等の品質低下、ならびに県中南部を中心にヒメトビウンカが媒介するイネ縞葉
枯病が問題となっていた。また、跡作の麦作に影響しない従来品種よりも早く収穫できる品種が求められていた。
・そこで、高温登熟性に優れ、良食味でイネ縞葉枯病抵抗性を有する中晩生品種を育成した。

研究成果の内容

研究開発の背景

期待される効果

・高温条件下での１等米比率向上および極良食味を生かした差別化販売による所得向上。
・イネ縞葉枯病による減収回避ならびに病害虫防除回数の削減、減肥栽培による省力低コスト化。
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大粒良食味でイネ縞葉枯病抵抗性を有する品種を育成
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◆近年の猛暑下でも白未熟粒などの品質低下が
起きにくく、食味の良さで評価が高まっている

高温年での高品質米生産に寄与し、イネ縞葉枯病の発生が拡大
している地域の安定生産および被害の拡大阻止

＊農水省HP：農産物検査結果
（2012年～2015年の平均）（水稲奨励品種決定調査2007～2010年の平均）

葉いもち 穂いもち

とちぎの星 9/24 69.8 抵抗性 強 やや強 強

あさひの夢 9/30 67.0 抵抗性 中 やや強 中

コシヒカリ 9/15 61.1 罹病性 弱 やや弱 やや強

いもち病成熟期 精玄米重
kg/a

高温登熟性縞葉枯病

従来品種よりも成熟期が6日早く、跡作の麦作への影響が少な
い。主食用米の作期分散にも有効

地域ぐるみで品種転換し、

媒介虫ヒメトビウンカのウイ
ルス獲得を阻止

とちぎの星 95.6

あさひの夢 94.1

コシヒカリ 92.4

１等米
比率

とちぎの星
導入

◆品種転換による収量・ 品質の向上

単 収 ：コシヒカリ比114％、あさひの夢比104％
1等米比率：コシヒカリ比+3.2％、あさひの夢比+1.5％

◆ イネ縞葉枯病防除にかかる薬剤費・労働費の削減

イネ縞葉枯病被害

健全な生育

日本穀物検定協会による
平成27年産米の食味ランキング
で最高評価「特A」を獲得



開発機関： 農研機構農業環境変動研究センター、次世代作物開発研究センター、予算区分【競争的資金】

食品からのカドミウム摂取量を大幅に減らすことが可能

カドミウムを吸収しない水稲品種「コシヒカリ環1号」

導入をオススメする対象
コシヒカリ栽培地域

・コメ中のカドミウム濃度を低減させる従来の技術（客土工事や湛水管理等）は、コストや効果の面から適用範囲が限定される問
題点があり。
・従来の稲作栽培法のまま、広範囲の地域で適用可能な低カドミウム水稲品種の開発が求められている。

研究成果の内容

研究開発の背景

期待される効果

・食品からのカドミウム摂取量の低減に寄与。
・他の品種や有望系統にもカドミウム吸収抑制遺伝子を導入し、新たな低カドミウム品種の育成に貢献
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イオンビーム照射による突然変異処理で「コシヒカリ環1号」を育成
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１．コメ由来のカドミウム摂取量がほぼなくなる
・「コシヒカリ環1号」やカドミウム吸収抑制遺伝子が導
入された水稲品種が全国で栽培されることにより、農
作物からのカドミウム摂取量が46％減少する。

＊情報：「国産農産物中のカドミウムの実態調査」の結果について

コシヒカリ環1号 コシヒカリ

１．品種特性：カドミウム濃度が
高い水田圃場で栽培しても、「コ
シヒカリ環1号」の玄米カドミウム
濃 度 は ほ ぼ 検 出 限 界
（0.01mg/kg）以下になる。

２．生育特性：コシヒカリ環1号
の出穂期、玄米収量や稈長、
穂長等の農業形質はコシヒカ
リとほぼ同等。外部機関による
食味も同等の評価。

２．長期の湛水管理の必要性がなくなる

３．コメ中のヒ素低減技術にも有効

・出穂前後の長期の湛水管理が不要になるため、夏期
の大量の農業用水の確保や機械収穫時の作業性の
低下を避けることが可能。

・「コシヒカリ環1号」を節水栽培することで、カドミウムと
ヒ素の同時低減が可能。



成熟期

穂数

（本/㎡）

1穂粒数

千粒重（g）

整粒重

（kg/a）

エキス（%）

ﾆｭｰｻﾁﾎｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ
ｻﾁﾎｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ
ｽｶｲｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ

27

25

45

41
64

56

85

81 740

660

5/30

6/01

開発機関： 栃木県農業試験場、予算区分【農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業】

原麦リポキシゲナーゼ（LOX-1）が欠失したニューサチホゴールデンは、鮮度劣化しにくいビールを製造できる

鮮度劣化しにくいビール製造が可能な大麦新品種「ニューサチホゴールデン」

導入をオススメする対象
サチホゴールデンが既に普及している
温暖地平坦地

・サチホゴールデンは高品質・多収性が実需者と生産者の双方から評価され、全国のビール大麦作付の６割強を占める。
・実需者からビール鮮度が劣化しにくい香味安定性の改良を求められていたので、鮮度劣化に影響を及ぼすLOX-1の欠失特性
をサチホゴールデンの遺伝的背景に導入したビール大麦品種の育成を目指した。

研究成果の内容

研究開発の背景

期待される効果

・国産原料を宣伝にした商品開発等が進み、その結果、国産ビール大麦の需要が増加し、作付け増、生
産増に結びつく。
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LOX-1を欠失したサチホゴールデン準同質遺伝子系統の新品種を育成
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・LOX-1活性が無く、全LOX活性が低いので、ビール製
造中に多価不飽和脂肪酸の酸化分解が起きにくく、ビ
ール劣化臭の原因になるT-2-N等が低減する。よって、
消費者や実需者ニーズに対応した、鮮度長持ちの美味
しいビールが製造できる。

従来品種と異なり LOX-1活性が無い。他の特性はサチホゴールデンとほぼ同等
でオオムギ縞萎縮病Ⅰ～Ⅲ型に強く、早生多収で麦芽品質（エキス等）が優れる。

ニューサチホｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ サチホｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ

・栽培特性がサチホゴ
ールデンに類似するの
で、現場での品種転換
が受け入れやすく、農
家はサチホゴールデン
並みの高い収益性が得
られる。



開発機関： 長野県農業試験場、予算区分【農林水産業・食品事業科学技術研究推進事業】

βーグルカン含量および精麦白度が高く、硝子率が低い、精麦品質が優れる六条もち性大麦「ホワイトファイバー」

精麦品質に優れる六条もち性大麦品種「ホワイトファイバー」

導入をオススメする対象
積雪地帯を除く標高８００ｍ以下の大麦生産
者

・もち性大麦は健康機能性が高いβ－グルカン含量が高く、麦飯の食感が優れるなど、実需者からの要望が高いが、現在は
大半が海外から輸入されている。
・寒冷地で栽培可能な高品質もち性大麦を育成・普及し国内自給を目指す。

研究成果の内容

研究開発の背景

期待される効果

・β－グルカン含有量が高く健康機能性および精麦品質に優れるため、実需者と生産者双方にメリットが
あり、生産拡大と生産者の収益性向上が期待される。
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健康機能性および精麦品質に優れる六条もち性大麦品種の育成
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◎生産者も品質が高位安定することで所得の
安定化が期待できる
・ 硝子率の低下と白度の向上により品質ランク区分で
高評価になりやすく、生産者の収益向上につながる。

◎需要の増加により、作付面積の増加が期待で
きる

◎実需者（消費者）ニーズに合った大麦の供給が
できる
・ 健康機能性が高い
（β－グルカン含量が高い）

・ 硝子率低く、精麦白度が
高い

高い炊飯白度

ﾎﾜｲﾄﾌｧｲﾊﾞｰ（左）と市販のもち大麦
（右）の麦ご飯＜麦１０％混合＞

左：ホワイトファイバー

右：シュンライ

ホワイトファイバーの５５％搗精粒



開発機関： 群馬県、旧国立研究開発法人農業環境技術研究所、予算区分【競争的資金：農食事業25056C】

圃場の診断に基づいた発病のしやすさを評価し、適切な対策を選ぶことでキャベツ病害の発生を減らすことができる。

キャベツバーティシリウム萎凋病の診断・対策支援マニュアル

導入をオススメする対象
全国のキャベツ生産者・生産団体

・群馬県内の夏秋キャベツ産地において、キャベツバーティシリウム萎凋病の発生が問題となっている。
・近年、土壌病害を管理する新たな技術として、「圃場の健康診断を基にした土壌病害管理」の開発が進められている。
・本病の圃場診断に基づく、診断、対策支援マニュアルを作成し、適切な防除対策を実施できるようにする。

研究成果の内容

研究開発の背景

期待される効果

・生産者自ら、診断・評価することができ、適切な防除をすることで持続的生産に貢献
・過剰な防除を回避でき、労力やコストが削減できることで、経営安定に寄与
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圃場の健康診断に基づく適切な土壌病害管理の流れ
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圃場診断により発病のしやすさを３段階評価

圃場の発病レベルに応じ、次年度の対策が必要かを判断

本マニュアルによる対策技術を導入した場合、
被害を5%未満に抑えられる確率が94%

圃場の評価に応じた防除技術の導入決定と実施

・生産者自らがマニュアルを活用することで、
現場で診断・評価し、
適切な防除が可能に

・本マニュアルの支援による対策技術を
導入すると本病害の被害を、
より効率的に軽減

後作での
エンバク野生種導入

表１　圃場の状態（発病しやすさ）の評価

収穫時の結球部
切り口の褐変

異常なし 褐変なし レベル1

黄化・萎凋した株がある 褐変した株あり

（5%未満）

黄化・萎凋した株がある 褐変した株あり
（5%以上）

圃場の外観 レベル

レベル2

レベル3

①診断

②評価

③対策

マ
ニ
ュ
ア
ル

平成26年の結果から
支援された防除方法

平成27年 平成27年

マニュアルの支援に対して
5％以上の被害 5％未満の被害

推奨する方法で
栽培した場合

4事例/6% 60事例/94%

推奨する方法で
栽培しなかった場合

6事例/17% 30事例/83%

作型の 抵抗性 殺 土壌
変更 品種 線虫剤 くん蒸剤

レベル1 ○ 現在の品種

レベル2 ○ ○ 中～強 ○※

レベル3 ○ ○ 強 ○※

※可能であれば、実施することをお勧めします。

レベル
エンバク
野生種

表２　レベル別の対策技術



開発機関：栃木県農業試験場、三重県農業研究所、三共包材㈱、㈱S.K.アグリシステム、栃木県経営技術課 【予算区分：革新的事業】

早期多収、紋羽病回避が可能な根圏に省力技術を導入することで、導入前の２倍程度の所得向上が可能となり改植が進む

次世代のなし栽培法「盛土式根圏制御栽培法」

導入をオススメする対象
改植・新植を志向するニホ
ンナシ農家等

・ニホンナシでは、転作で導入が始まった昭和40年代の樹が多く、高樹齢化が進み、生産量が激減している。
・生産向上のためには植替えが必要だが、移植前の所得に回復するまで十年程度が必要なこと、紋羽病等により改植が進んでいない。
・農家経営において、早期多収が可能な「盛土式根圏制御栽培法（以下、根圏）」を核とし、省力技術を組み合わせることで、所得向上を実証する。

研究成果の内容

研究開発の背景

期待される効果

・単純な樹形で高度な技術を必要としないため、新規就農・参入や雇用労働の活用が可能。
・早期多収で高収量なことから、現在の経営を見直し、改植として根圏を導入することにより、所得向上が可能。
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❹作業の効率化
●樹を列状に配置⇒年間1～2割削減

かん水制御盤

遮根シート

ビニルシート

ビニルマルチ

❶早期多収
◉移植翌年に結実
◉4年目に慣行成園の1.7倍

仕立て方：簡易な樹形
○2本主枝一文字仕立て
○結果枝を約45度に誘引

仕立て方：簡易な樹形
○2本主枝一文字仕立て
○結果枝を約45度に誘引

盛土：150ℓ(物理性良好)
○赤玉2:バーク堆肥1
盛土：150ℓ(物理性良好)
○赤玉2:バーク堆肥1

かん水・施肥：自動制御
○生育に適した養水分供給
かん水・施肥：自動制御
○生育に適した養水分供給

栽植本数：200本/10a
○樹間2.0m×列間2.5m
栽植本数：200本/10a
○樹間2.0m×列間2.5m

❷高品質多収
◉収量:慣行の２倍
◉糖度:0.5～1.5％↑

❸紋羽病回避
◉地面と隔離し回避

盛土式根圏制御栽培法

【摘果器具等を開発】
電動で動き、省力可能
＋液肥，結束機の利用
で20～90％削減

現地
農家
3戸
・
根圏
実証

【根圏･労働時間】
根圏:慣行の1～2割削減
さらに＋省力技術で
慣行の2～3割削減

誘引
施肥

【導入シミュレーション】
所得を維持した改植＋
所得アップが可能

▼▼▼▼▼
根圏を4年間で導入
⇒8年目以降導入前
の1.8倍以上の所得
に経営改善可能

❶規模：200a
❷労働力：3人
❸所得：500万円を確保

慣行は8年目に原状復帰

盛土

【根圏・収量】
早期多収を実証
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ソルゴー型ソルガム 「涼風」+ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

（DM㎏/10a）

年３回刈り体系とｿﾙｶﾞﾑ単作とのTDN収量比較

開発機関： 群馬県畜産試験場、予算区分【競争的資金】

スーダン型ソルガム「涼風」とイタリアンライグラスで、獣害を考慮した温暖地中山間地域向け飼料作物二毛作生産体系

温暖化と獣害軽減に対応した新たな飼料作物生産体系

・近年の温暖化の進行は、作物生産力の増加に影響を与えている。一方、中山間地域では獣害などの要因で飼料用トウモロコ
シの作付け減少が課題になっている。
・そこで、獣害軽減が可能で温暖な気候条件を最大限活用する省力的な年３回刈りの飼料作物二毛作生産体系を確立する。

研究成果の内容

研究開発の背景

期待される効果

・獣害を受けにくい飼料作物生産体系で、温暖地中山間地での作付拡大と飼料自給率向上に貢献。
・収穫機械の汎用利用および作業時間の省力化と軽労化。
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●「涼風」２回刈り＋イタリアンライグラスの二毛作生産体系

●「涼風」のダイレクト収穫体系

涼風
播種

５月中旬

・播種後の覆
土と鎮圧作業
が苗立ち安定
のポイント

ｲﾀﾘｱﾝ
播種

９月下旬
～10月中旬

・単純積算気温で
1,100℃以上を確保
が多収を得るポイ
ント

涼風
１番草収穫

７月下旬

・止め葉期～
出穂始め期で
収穫

涼風
２番草収穫

８月下旬
～９月上旬

・出穂始め期
で収穫

ｲﾀﾘｱﾝ
収穫

４月下旬
～５月上旬

・出穂期
で収穫

・フレール型飼料用イネ専用
収穫機の利用やトウモロコ
シと同様の収穫体系が可能
・水分含量等を考慮し、収穫
は出穂始め期以降に行う

●「涼風」２回刈り＋イタリアンライグラスは

収量の年次変動が小さく安定生産が可能

●ダイレクト収穫で作業時間の削減と高品質
サイレージの安定生産

ダイレクト体系 ２０．４分

フレール型飼料用ｲﾈ専用収穫機で収穫した「涼風」ｻｲﾚｰｼﾞ

作業時間

収穫～ﾛｰﾙ成形 水分含量 品質評価 粗灰分

予乾体系 38.1分/10a 68% 94点（良） 20.6

ﾀﾞｲﾚｸﾄ体系 20.4分/10a 79% 92点（良） 11.2

・出穂始め期に収穫．品質評価はV-score法．
・粗灰分（乾物中%）は、土壌混入量の目安．

収穫体系
サイレージ品質・成分

導入をオススメする対象
獣害等が発生する温暖地中山間地域の
牛飼養農家



開発機関：千葉県畜産総合研究センター、農研機構畜産研究部門、畜産環境整備機構、加藤産商（株）

市販タンクと新開発の粉末硫黄を用い、既存の曝気槽の液温をタンクの加温に利用することで、低温期でも安定して窒素除去ができるシステム

簡易加温システムを備えたリアクターによる養豚排水の硫黄脱窒処理技術

導入をオススメする対象
浄化処理水の窒素濃度が高くて困って
いる全国の養豚農家

・水質汚濁防止法における畜産事業所からの硝酸性窒素等の排水基準は段階的（平成13年1500mg/L、16年900mg/L、
25年700mg/L、28年600mg/L）に強化されており、いずれ一般基準100mg/Lの適用が想定される。
・既存の施設はBOD低減を目的に設計されているものが多く十分な対策ができないことから、簡易な対応技術が求められている。

研究成果の内容

研究開発の背景

期待される効果

・水質汚濁防止法の硝酸性窒素等の排水基準の強化に対応でき、経営に対する将来的不安が減少。
・維持管理が簡便であり、農家が飼養管理等に注力できるため生産性向上につながる。
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簡易な加温システムと高い脱窒性能を発揮する安価な粉末硫黄資材を開発

●●● ●●●

図 新開発の粉末硫黄による脱窒性能

新開発の粉末硫
黄は、炭酸カルシ
ウムと界面活性剤
を配合した微粉状。

↓
①水との接触面積
が大きく脱窒効
果が高い

②速やかに沈降し
水になじむ

③pH調整が不要

厳冬期の加温補助の一翼
を担う太陽光利用システム

タンクの数を調整す

ることで、必要な容
積を簡単に確保

曝気槽の液温
が安定している
ことを利用した
加温システム

↓
低温期でも硫黄
脱窒細菌を活性
化

図 硫黄脱窒処理システムの概要

・簡易に低コストで窒素除去ができる。
・千葉県の調査結果から導いたコスト試算の1例で
は、処理水量25㎥/日規模（肥育豚換算2500
頭規模想定）で、処理対象水の硝酸性窒素等を
184mg/Lから100mg/Lまで低減する場合で、
導入コストは約103万円、
1日当たりの維持管理費は1300～2300円程度。
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