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１

業績の概要

背景
新潟県は、米の産出額が全国第1位であるなど、米の主産県である。県の主要品種であるコシヒカリ
は、いもち病に弱いという大きな欠点を有しており、県内では昭和51年の大冷害や昭和54年から3年
連続したいもち病の多発生により、平年作を下回る作柄が続き、良食味米を安定的に供給することが大
きな課題となっていた。

研究内容・成果
いもち病に強いコシヒカリ（コシヒカリBL）を構成するコシヒカリ新潟BL1号～13号を育成した。
現地への普及に当たり、原品種のコシヒカリと諸特性が同等であることを明らかにし、また原品種との
品種判別技術を開発した。マルチラインは、コシヒカリBLの4品種を一定割合で混合し、いもち病抵抗
性系統の罹病化を防ぐために3年程度で構成品種の入れ替えを行っている。
コシヒカリBLが平成17年産米から県内に一斉導入されると、いもち病の発生面積率は、導入前の70
～30％から10％程度に激減した。また、いもち病の延防除面積は、コシヒカリBL導入前の３割にまで
減少し、防除費用の削減額は、年間約15億円と試算された。コシヒカリBLへの全面切り替えは、環境
保全型農業の取り組みの飛躍的な拡大と生産コストの低減を可能とした。
図２ いもち病発生面積率
（％、新潟県）

表 コシヒカリBLの開発状況
品 種 名

遺伝子型（注）

コシヒカリ新潟BL1号

Pia

コシヒカリ新潟BL2号

80

葉いもち

Pii

60

穂いもち

コシヒカリ新潟BL3号

Pita2

40

コシヒカリ新潟BL4号

Piz

コシヒカリ新潟BL5号

Pik

20

コシヒカリ新潟BL6号

Pikm

コシヒカリ新潟BL7号

Pizt

コシヒカリ新潟BL8号

Pib

コシヒカリ新潟BL9号

Pia、Pib

コシヒカリ新潟BL10号

Pii、Pib

コシヒカリ新潟BL11号

Pii、Pzt

コシヒカリ新潟BL12号

Pik、Pzt

コシヒカリ新潟BL13号

Pit

注：いもち病抵抗性遺伝子型
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普及状況
コシヒカリBLが新潟県に一斉導入された平成17年のコシヒカリ（BL及び原品種）は、作付面積
94,080ha、作付比率81.7％で、そのほとんどがコシヒカリBLであった。令和元年は、作付比率
64.7％、作付面積77,100haに減少しているが、この9割以上がコシヒカリBLと推定されている。

２

評価のポイント

コシヒカリBLの一斉導入は、農薬に頼らないいもち病の発病抑制、防除の大幅な削減による農家負担
の軽減、併せて環境への負荷軽減や食の安全・安心に配慮した米づくりの全県的拡大に大きく寄与した。
そして、コシヒカリBLの普及は、広域的ないもち病菌レースの検定、コシヒカリＢＬ品種を混合し供給
する技術等によって維持されており、コシヒカリＢＬの育成のみならず、これらの技術開発にも貢献し
たことを高く評価した。
【連絡先】新潟県農業総合研究所作物研究センター
（住所：〒９４０-０８２６ 新潟県長岡市長倉町８５７ TEL：0２５８-３５-０８９３）

養液栽培による高糖度トマト生産技術の
開発と普及
大石

直記

氏 （５８歳）

静岡県農林技術研究所
研究統括官兼次世代栽培システム科長

１

業績の概要

背景
静岡県は古くからその温暖な気候を活かした温室メロン、イチゴ、トマト等の高品質な施設野菜栽培
が行われてきた。昭和60年頃のトマト産地は、品質を重視する余り栽培の不安定化や後継者不足が顕
在化し、次世代に向けた新たなトマトづくりの在り方を模索していた。そこで、これまで築きあげてき
た品質重視のトマトづくりをベースとして、新たに食味の良さを最大の特徴とする「高糖度トマト」の
養液栽培技術体系の構築を目指した。

研究内容・成果
糖度8%以上の高糖度トマトの周年安定生産には、果実の肥大過程を通じた給液制限に基づく適度な
水分ストレス（水欠乏）の付与と気象変動に対応した温室の環境制御が必要である。そこで、トマト果
実の糖度が上昇する水分ストレス条件、低段密植養液栽培法（ポット式、無培地循環式）及び培養液処
方、水分ストレスの非破壊評価に基づく給液制御システム、肥料成分の量管理による果重コントロール
法、冷房による尻腐れ等果実の生理障害抑制技術（強制換気、夜間冷房）等の要素技術を開発し、果実
糖度の向上、計画生産、軽作業化が可能な「高糖度トマトの低段密植周年生産体系」を構築した。
近年は、植物重量の変化に基づく水分ストレスの連続評価で給液のタイミングと量を的確にコント
ロールできる新たな給液制御法を開発し、高糖度・高機能性（GABA*）ミディトマト栽培システムの
開発と実用化に寄与した。*γ-アミノ酪酸：血圧改善、ストレス緩和、睡眠改善の効果があるとされる。

培地ポットによる高糖度トマトの低段密植
養液栽培（大規模温室）

夏季高温期におけるヒート
ポンプ夜冷による裂果防止
植物重量に基づく給液制御法
（上：対照区、下：夜冷20℃区）

普及状況
開発した一連の栽培技術を活用し県内に新たな高糖度トマトブランドが４件以上誕生し（設置面積：
27ha)、農業産出額の増加に寄与した。また、その要素技術（養液栽培、環境制御等）で５件の特許が
登録・活用され、他県の高糖度トマト生産団体や農家にも普及している。最近では「植物重量を指標とし
た給液制御法」が民間事業者によって実施許諾され、令和元年度から県内外への普及が開始されている。

２

評価のポイント

これまで困難であった高品質と規模拡大の両立が可能な高能率栽培体系の開発によって、静岡オリジナ
ルの高糖度トマトを全国に先駆けて普及・拡大させブランドを確立したこと、開発した要素技術が高糖度
トマトのみならず、普通トマトの給液制御や環境制御にも応用され全国的なインパクトを与えたことなど
を高く評価した。
【連絡先】静岡県農林技術研究所 （住所：〒438-0803 静岡県磐田市富丘678-1 TEL：0538-35-7211）

カンキツ「不知火」のブランド化に寄与した
栽培法及び長期貯蔵技術の確立
榊
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氏 （６０歳）
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１

業績の概要

背景
熊本県では、昭和20年代に生産の始まった甘夏が、長く中晩柑の主要品種であったが、昭和50年代
後半から消費減少や競合品目の出現による価格低迷が続いた。また、同時期にオレンジ輸入自由化の動
きが顕著になってきており、この影響を最小限に食い止めるため「ポスト甘夏」となる有望なカンキツ
品種の探索・ブランド化が急務となっていた。

研究内容・成果
平成初期から熊本県で産地化を進めたカンキツ「不知火（しらぬひ）」のブランド化に当たっての栽
培面、販売面の課題解決に取り組んだ。
高接ぎによる樹勢低下、高酸果実などの栽培面での問題に対応するため、熊本県が開発した樹勢が強
く減酸の早い「肥の豊（ひのゆたか）（※）」の露地栽培での高品質果実安定生産技術、カラタチ台に
比べ樹がコンパクトで高糖度果実生産が可能となるヒリュウ台「肥の豊」の加温栽培技術を確立した。
（※熊本県開発の「不知火」の珠心胚実生。「不知火」と合わせて不知火類と総称される。）
また、全国的な出荷量増加により生じた出荷ピーク時期の価格低下解決のため、「不知火」に適した
ＭＡ（Modified Atmosphere）包装資材を選定、精度の高いＣＡ（Controlled Atmosphere）状態
での長期貯蔵技術を確立した。特に、貯蔵中のクエン酸減少程度を明らかにしたことで、出荷時期の予
測が可能になり、販売面の課題であった出荷時期分散に寄与した。

ヒリュウ台「肥の豊」

MA資材で個装された「 不知火」

MA個装して貯蔵したクエン酸濃度の異なる
「不知火」果実のクエン酸濃度の推移

普及状況
研究成果を基に作成した管理マニュアル等を用いて、農業団体・普及機関が連携して、県内の各産地
へ技術の普及を行っており、価格の安定とともに12月ギフト商材やお中元商材としての新たな需要開
拓につながっている。その結果、カンキツの栽培面積が減少傾向の中、不知火類の栽培面積（平成30
年）は県内で1,1３１haと中晩柑で最大の面積となっており、生産者の経営の柱となっている。

２

評価のポイント

不知火類は平成９年から全国で品質基準を統一し、基準を満たす高品質の複数の県産の果実が統一の
商標「デコポン®」として販売されている、他に例のない果物である。それまでカンキツでは事例がな
かった、ＭＡ包装資材を使用した個装による長期貯蔵技術の確立は、安定出荷による熊本県内生産者の
所得向上に大きく貢献したのみならず、主産県である熊本県の計画出荷により「デコポン®」の全国価
格の安定につながったことを高く評価した。
【連絡先】熊本県農業研究センター
（住所：〒861-1113 熊本県合志市栄３８０１ TEL：096-248-6422）

ＤＮＡマーカーの開発と利用による
ジャガイモ、マメ類等畑作物の育種効率化
竹内

徹

氏 （59歳）

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
農業研究本部長兼中央農業試験場長

１

業績の概要

背景
北海道の小麦、大豆、小豆、ばれいしょ等の畑作物は全国第１位の生産量を誇り、我が国最大の畑作
物の供給地として食品産業の振興に果たしている役割は大きい。一方、これら作物に感染する土壌伝染
性病害虫やウイルス病は、農薬による防除が困難であり、安定した生産を実現するためには、収量・品
質といった農業特性と病害虫抵抗性を併せ持つ実用品種の育成が強く求められてきた。

研究内容・成果
北海道内の主要畑作物を対象に抵抗性遺伝子を詳細に解析し、ジャガイモシストセンチュウ及びジャ
ガイモYウイルス、インゲンマメ黄化病、ダイズわい化病、コムギ縞萎縮病、アズキ落葉病等の抵抗性
を高い精度で判別できるDNAマーカーを開発し、接種検定や圃場検定を省略した選抜手法を新たに確
立した結果、これまでにない品種改良の効率化と低コスト化を実現した。さらに、これらDNAマー
カーの北海道における有効性を検証するとともに、使いやすく精度が高いものへと改良することで、北
海道の育種事業におけるDNAマーカー選抜システムの構築を実現した。現在、北海道立総合研究機構
におけるDNAマーカー検定数は年間約3万点に及び全国でも屈指の実績を誇っており、多数の病害抵抗
性品種の育成に利用され、品種開発の必須基盤技術となっている。
ダイズシストセンチュウに強く、納豆用大豆「スズマル」
に遺伝的にとてもよく似た品種「スズマルR」
ＤＮＡマーカー選抜によりシ
ストセンチュウ抵抗性を付与
スズマル

抵抗性：「弱」

連続戻し交配により
スズマルと特性が類似

スズマルＲ

抵抗性：「極強」
＜ﾚｰｽ1、ﾚｰｽ3抵抗性＞

普及状況
本研究により数多くの実用品種が開発され、開発したDNAマーカーは全国の公的・民間研究機関で利
用されているほか、当該マーカーを利用した反復戻し交配で育成した病害虫抵抗性品種は、加工特性や
栽培方法がほぼ同様であることから、実需者や生産者からの評価が高い。
大豆品種スズマルにダイズシストセンチュウ高度抵抗性を付与したスズマルRは、今後、北海道産納豆
用大豆の約２割の1,800ha、また、小豆品種エリモショウズにアズキ落葉病抵抗性を付与したエリモ
167は、エリモショウズから全て置きかわり北海道産普通小豆の約４割の8,000haの作付が見込まれて
いる。

２

評価のポイント

高精度なDNAマーカーの開発や効率的な品種の選抜システムの構築を行い、多くの有用な病害虫抵抗
性品種の育成を実現し、その中にはスズマルRやエリモ１６７など北海道品種群を一新するインパクトを
与えた品種も含まれる。また、当該研究で開発されたDNAマーカーは、北海道内のみならず全国的にも
広く活用され、畑作物の生産振興に大きく貢献したことを高く評価した。
【連絡先】地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 農業研究本部 企画調整部 企画課
（住所：〒069-1395 北海道夕張郡長沼町東6線北15号 TEL：0123-89-2586）

イチゴ及びイチジク果実の
高品質長距離輸送技術の開発
馬場

紀子

氏 （５７歳）

福岡県農林業総合試験場 資源活用研究センター
流通・加工部 部長

１

業績の概要

背景
大消費地から遠く離れた九州地域では、青果物を消費者に届けるまでに多くの日数を要する。この間
に鮮度は低下していくが、近年のコールドチェーンの発達により低下割合は以前に比べて小さくなって
いる。しかし、輸送中に発生する物理的な損傷やカビの発生はコールドチェーンだけでは抑えることは
できない。特にイチゴやイチジクなどの果皮が柔らかい青果物では輸送中の鮮度低下防止策が喫緊の課
題になっており、生産者や市場関係者から強い要望が出されていた。

研究内容・成果
一般的なイチゴ容器は、果実同士の接触や容器内の玉まわりにより果実が傷つきやすい欠点があった。
そこで、大学や企業と連携して傷防止効果の高い容器を開発した。開発した容器は、果実の形に熱成型
した柔軟なポリエチレンフィルム（ＰＥ）をプラスチックで支える構造で、これまでにない新しい構造
である。果実一個一個をPEで包み込むように詰めることで、果実同士の接触や玉まわりを抑えることを
可能にした。このことにより、輸送中の傷を３分の１程度に軽減し、積み重ねた状態での輸送もできる
ことから、宅配など新しい販売形態でも安心して輸送できるようになった。この技術をイチジクにも応
用し、傷の発生を5分の1に軽減できる容器も開発した（図１）。
イチジクは日持ち性が悪く、輸送時間が長いトラック輸送では輸送中にカビが発生するなどの品質低
下が起こりやすい。これまで有効な対策がなかったため、近隣市場へ出荷するか、あるいは輸送費が高
くても航空機を利用して遠隔地の市場に出荷するしかなかった。そこで、大学や企業と連携し、赤外線
と紫外線を連続照射することによりカビの発生を抑制する技術を開発した。照射強度や時間を調整する
ことで、果実品質に影響することなく果実表面の付着菌数を減少させ、輸送中のカビの発生を低減する
ことに成功した。この技術によりトラックを利用した長距離輸送が可能になるとともに、輸送中のロス
率が大幅に低減され低価格でイチジクを提供できるようになった（図２）。
赤外線照射装置

紫外線照射装置

図１ 新しいイチゴ容器（左、中央）とイチジク容器（右）

図２ 光殺菌装置の概略図（左）と産地での活用の様子（右）

フィルムで果実面を全体的に包み、宙づりにすることで振動や衝撃に
よる損傷を軽減。

赤外線で果実表面温度を上昇させ、続けて紫外線を照射することで高い
殺菌効果が得られる。

普及状況
開発した新容器は、共同研究機関である県内メーカーより「ゆりかーご®」として販売されており、
年間販売量は、イチゴ用300万パック、イチジク用2万ケースである。また、イチゴ用パックは福岡県
内だけでなく奈良県や熊本県など全国で広く活用されている。
光殺菌装置は福岡県内の４農業協同組合に導入され、年間約600トンのイチジクに使用されている。

２

評価のポイント

本研究は、特に鮮度低下が早いイチゴとイチジクを対象に、産・官・学の共同研究により開発された
長距離輸送技術で、国内流通だけではなく、近年新たな販路として期待されている海外輸出や、コロナ
禍におけるWeb販売等においても活用が期待できる。大消費地から遠く離れた地域からも新鮮な農産
物を輸送できる輸送技術は、九州のみならず遠隔地に位置する地域にとって重要であり、地域農業及び
食品産業の発展に大きく貢献していることを高く評価した。
【連絡先】福岡県農林業総合試験場 資源活用研究センター 流通・加工部
（住所：〒839-0827 福岡県久留米市山本町豊田1438-2 TEL：0942-45-7984）

黒毛和種における優良種雄牛造成と
DNAマーカー育種手法の開発
溝下

和則

氏 （６１歳）

元鹿児島県農業開発総合センター
肉用牛改良研究所長

１

業績の概要

背景
黒毛和種の飼養頭数は鹿児島県が全国１位（約３２万頭）であり、その産出額は県の農業総算出額の
２６％を占め、肉用牛は基幹産業のひとつとなっている。そのような中、鹿児島県の黒毛和種（「鹿児
島黒牛」）の特徴である発育がよく肉質に優れた牛を生産するために種雄牛は重要な役割を担っている。
また、近年DNA解析技術が進歩し、肉用牛の育種改良に活用するための研究が行われている。

研究内容・成果
多くの畜産関係者や研究員と連携して、「鹿児島黒牛」の特徴である発育・増体や肉量・肉質に優れ
た種雄牛「金幸」号（１９９７年）、「華春福」号（２００９年）等の造成に尽力し、鹿児島県の肉用
牛改良を加速させるとともに、優良種雄牛凍結精液の安定的な供給に努め、優良種雄牛の産子を多く生
産し、本県肉用牛生産者の経営安定に大きく寄与した。
また、黒毛和種の枝肉重量等の経済形質や疾患遺伝子の特定では、２０００年 成育中に血腫ができ、
商品価値が低下してしまうチェディアック・ヒガシ症候群や枝肉重量遺伝子（２００５年ＣＷ１、２０
１１年ＣＷ２）の特定に携わり、優良牛のＤＮＡマーカーアシスト選抜に応用するなど、肉用牛のＤＮ
Ａ育種に係る研究に貢献してきた。

「金幸」号

「華春福」号

普及状況

枝肉重量遺伝子の特定
一塩基置換(SNP）:上が優良タイプ

造成した「金幸」号は約1９万頭、「華春福」号は約12万頭の産子を生産しており、「鹿児島黒牛」
の改良に大きく貢献している。
また、肉用牛のＤＮＡ育種に係る成果については牛ゲノミック評価に関する研究の基礎作りにつながっ
た。

２

評価のポイント

黒毛和種の枝肉重量等の経済形質や疾患遺伝子の特定等に関するＤＮＡ育種の研究分野での功績に加え、
家畜育種の現場でも優良種雄牛造成に大きく貢献するなど、現在の「鹿児島黒牛」改良の礎を築いたこと
を高く評価した。
【連絡先】鹿児島県農業開発総合センター 肉用牛改良研究所
（住所：〒８９９-８２１２ 鹿児島県曽於市大隅町月野２２００ TEL：0９９-４８２-５２５２）

