
黒毛和種子牛の適正飼育管理による
肥育期間短縮と効率的肉牛経営の確立

育成期の管理を適正にすることで、肥育期間が短縮でき、さらに産肉性や枝肉格付成績のよい牛肉を生
産でき、効率的な肉牛経営が確立できることを研究成績報告書や飼料管理マニュアルの作成等を通じて広
く普及している。

【連絡先】群馬県畜産試験場
（住所：〒３７１-０１０３ 群馬県前橋市富士見町小暮２４２５ TEL：0２７-２８８-２２２２）

１ 業績の概要

背景

研究内容・成果

普及状況

２ 評価のポイント

子牛市場では発育がよく、体格（見栄え）のよい牛が高値で取り引きされる傾向があり、濃厚飼料を
多給して育成された過肥な子牛（写真）が多い。そのため、濃厚飼料多給で育成された子牛は、肥育農
家で導入後１～2ヵ月粗飼料を主体に管理する、いわゆる飼い直しを行った後、肥育飼料に切り替える
管理を行っている。これは無駄な飼育管理であり、肥育期間短縮の大きな妨げとなっている。

1)   適正に管理された子牛の場合（標準区）、肉質等級が4等級以上の割合が75％と高かったのに対
し、過肥な子牛（過肥区）は、25％と肉質も劣ることを明らかにした（表１）。

2)   過肥な子牛を肥育した場合、販売金額（収入）から飼料費（経費）を差し引いた金額が適正に管理
された子牛に比べ約84,000円少なくなり、収益性も低下することを明らかにした。

3)   育成段階で適正に管理された子牛を8ヵ月齢から肥育を開始し、26ヵ月齢で出荷しても黒毛和種
去勢牛の全国平均値（日本食肉格付協会）と比較しても遜色なく、26ヵ月齢出荷（4ヵ月短縮）が十
分可能であることを明らかにした（表２）。

以上のことから、育成期の飼育管理を適正にすることで、肥育期間が短縮でき、さらに産肉性や枝肉
格付成績のよい牛肉を生産でき、効率的な肥育経営が確立できることを明らかにした。

子牛市場での有利販売を目的とした濃厚飼料多給による過肥な子牛生産と肥育期間短縮の課題について
全国に先駆けて取り組み、客観的な成績を繁殖農家及び肥育農家に示したことにより、肥育期間の短縮や
効率的肉牛経営の確立に波及効果が見られたことを高く評価した。

浅田 勉 氏 （５６歳）

群馬県畜産試験場

研究調整官

表１ 格付成績 表２ 格付成績
4等級以上 枝肉重量 胸面積2) ばら厚さ BMS　No3)

（％） (kg) (cm2) (cm)

26ヵ月齢出荷 100.0 499.8 72.2 8.3 7.5

30ヵ月齢出荷 100.0 574.8 70.5 8.8 9.3

全国平均1) 79.7 490.8 60.8 8.0 6.6

１）平成28年1月～12月黒毛和種去勢全国平均（日格協）

２）胸最長筋面積

３）1から12まであり、数値が大きいほど脂肪交雑が良好

項目
　標準区 　過肥区

（4頭） （4頭）

枝肉重量（kg） 465.0 483.0

胸最長筋面積（㎝2） 64.8 58.5

ばらの厚さ（㎝） 8.1 7.8

皮下脂肪の厚さ（㎝） 2.6 B 3.9 A

歩留基準値 75.2 a 72.8 b

肉質等級 4.2 3.0

脂肪交雑（BMS　No） 7.0 5.0

肉色（BCS　No） 4.0 4.0

脂肪色（BFC　No） 3.0 3.0

4等級以上の割合（％） 75.0 25.0
A,B:P<0.01  a,b:P<0.05

項　　   目
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中山間地域向け水稲直播栽培及び
雑草イネ防除技術の体系化と普及

雑草イネ対策が認知され、雑草イネ防除マニュアルは、全国で広く活用されている。また、長野県にお
ける雑草イネ防除対策チームは、防除を進める組織体制づくりの模範となっている。近年、長野県では雑
草イネ激発圃場が無くなり、中止せざるを得なかった直播栽培も段階的に推進を図れる状態まで改善した。

中山間地域において、今後、加速的に進む担い手不足を解決するため、確立された直播栽培技術は、
将来にわたり活用される重要な技術体系である。これらは、近年のスマート農業技術に応用できる技術
として再注目されている。また、同時に発生する雑草イネ問題の解決アプローチは防除対策における解
決手段として有効である。単なる開発技術の提案のみならず、課題解決のための組織体制運営を実証し
た先駆的な事例である。

【連絡先】長野県農業試験場作物部 （住所：〒382-０051 長野県須坂市大字八重森字下沖610 TEL：0２6-246-9783）

１ 業績の概要

背景

研究内容・成果

普及状況

２ 評価のポイント

水稲の超省力・低コスト栽培法の、中山間地域に適した技術への改良と普及により、長野県の直播面
積は平成16年に約500haまで拡大した。一方、この頃から長野県において全国で初めて雑草イネの発
生が顕在化し、直播栽培の減少を招いた。このため、新たな防除技術の開発や体系化とともに、水稲関
係者が一丸となった防除対策を行い、直播栽培の再拡大を図る必要があった。

①中山間地域での直播栽培の推進への貢献
「落水出芽技術」による出芽の安定化、「産業用無人ヘリ利用による直播体系技術」や「代掻き同時
土中点播技術」等による低コスト作業などの研究・現地実証により、直播栽培が急速に普及した。そ
の結果、直播面積100haを越す直播団地が複数形成され、そのうち1拠点は平成14年度にＪＡ北信州
みゆき水稲省力栽培研究会の取組みで「第32回日本農業賞大賞」を受賞するに至った。

②雑草イネ防除対策の全国普及
除草剤防除技術、物理的防除技術および耕種的防除技術を開発し、平成26年に「長野県雑草イネ総

合防除対策マニュアル」を公表した。さらに令和元年には全国版となる「雑草イネ・漏生イネ防除技
術マニュアル」の作成に関わった。また、マニュアルを主体とした防除対策を効果的に進めるため、
「長野県雑草イネ対策チーム」の設立と運営を主導し、JA、農業改良普及センター（現：農業農村支
援センター）、試験場、生産者による連携強化を図った。その結果、県内に多数あった激発圃場は皆
無に至った。

酒井 長雄 氏 （５9歳）

長野県農業試験場 作物部長

「長野県雑草イネ対策チーム」の
関係者を集め、防除対策の共有を
図った（現地指導の様子）

冷涼な中山間地域での水稲直播栽
培が可能となった
（長野県北部 標高700ｍ地帯での

湛水直播栽培の播種作業）

雑草イネの防除対策に必要なマ
ニュアルを作成し、全国に広く
普及した



日本なし自家和合性品種育成による
安定生産技術の開発と普及

新潟県では「新美月」と「新王」合わせて令和2年に約20ヘクタール、日本なし栽培面積の5％程度ま
で普及した。いずれの品種も糖度が14％以上で、消費者の食味評価も高く、従来品種の2倍近い単価で
出荷され、生産者の導入意欲も高まっており、全農にいがた扱いの出荷量は平成28年の約3トンから令
和2年の約30トンと５カ年間で10倍に増加した。

日本なしで受粉作業を必要としない自家和合性品種「新美月」、「新王」、「新碧」の育成に寄与す
るとともに、その品種を使った省力安定生産技術を開発して現地への普及に大きく貢献した。生産者の
自家和合性品種は摘果作業が増える、という不安を払拭する大幅な省力化が可能な栽培体系を完成させ
て、普及を浸透させている。また、現在も新たな品種育成に向けて、最新のDNAマーカー選抜を取り入
れ効率的な育種にも精力的に取り組んでいる事を高く評価した。

【連絡先】新潟県農業総合研究所園芸研究センター
（住所：〒９５７－０１１１ 新潟県北蒲原郡聖籠町大字真野１７７ TEL：0254-27-5555）

１ 業績の概要

背景

研究内容・成果

普及状況

２ 評価のポイント

新潟県は、江戸時代から日本有数の日本なし産地であるが、春先の開花期の天候が不安定なことや、
日本なしの開花期は水稲の主要作業とも重なることから、適期に人工受粉作業ができずに着果不良とな
ることもしばしば生じており、果実生産の不安定要因となってきた。そのため、受粉作業を省力化可能
な自家和合性品種の育成が求められていた。

平成9年から日本なし自家和合性品種育成に取り組み、食味の優れた自家和合性品種「新美月（しん
みづき）」、「新王（しんおう）」、「新碧（しんみどり、品種登録出願中）」の３品種を育成した。自家
和合性形質の選抜については、DNAマーカーを用いる選抜技術を取得・活用し、効率的な育成を行った。

産地への普及について、現地では自家和合性品種の導入には着果安定性への不安や、着果過多による
摘果労力増大等への懸念があった。そこで、着果管理においては花芽の除芽技術により大幅な省力化が
可能であること、ジョイント栽培との組み合わせにより飛躍的な省力栽培と早期成園化が可能になるこ
とを示した。現在では自家和合性新品種による省力栽培技術として産地に導入されている。

松本 辰也 氏 （５６歳）

新潟県農業総合研究所園芸研究センター専門研究員

図１ 新潟県育成日本なし自家和合性品種（左から「新美月」「新王」「新碧」）

図2 無受粉(放任)での着果状況(品種:新碧)
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図3 開花期天候不良年(2020年)における着果状況



施設カーネーション切り花の
安定・省力・多収生産技術の開発と普及

養液土耕は、現在、兵庫県生産者の７割、また、千葉県、静岡県、愛知県、香川県を合わせた暖地作型
産地生産者の６割に普及している。さらに本技術は他者での研究が進み、キク、バラ、野菜ではトマト、
キュウリなど、幅広く普及している。黄色光による害虫防除は兵庫県ではほぼ全ての生産者に普及した。
また、カーネーションへの普及以降、花き以外の他品目への応用が進み、現在では蛍光灯からLED光源へ
の転換が進んでいる。

開発された技術は、低コストで高い効果が得られるといった生産者視点に基づく実用技術として生産現
場に大きく普及し、産地を支えてきた。さらには、カーネーションだけでなく、現在の花き生産技術の基
礎にもつながっている。兵庫県ならびに我が国のカーネーション切り花の生産力強化に貢献したことを高
く評価した。

【連絡先】兵庫県立農林水産技術総合センター北部農業技術センター
（住所：〒６６９－５２５４ 兵庫県朝来市和田山町安井１２３ TEL：０７９－６７４－１２３０）

１ 業績の概要

背景

研究内容・成果

普及状況

２ 評価のポイント

カーネーションは日本の切り花市場において、キクに次いで２番目に出荷量が多い重要品目である。兵
庫県淡路地域は古くからの有数のカーネーション産地であるが、トルコギキョウなどの新興品目との競合
や輸入品の急増による対応策として、高品質切り花の多収技術、省力化技術の開発が強く求められていた。

カーネーションの25年連作試験において、慣行施肥法では土壌に特定養分の集積と減少が起こること
を明らかにし、カーネーションの持続的生産の実現に向けて、点滴チューブにより毎日液肥を与える「養
液土耕（灌水同時施肥栽培）」を開発した。まず、約１年間の栽培期間の４週間ごとの養水分吸収量を詳
細に調査し、次に養分吸収量／水分吸収量から算出したみかけの養分吸収濃度から給液濃度を検証したう
えで、生育期間を４ステージに分けた生産者向け給液マニュアルを作成した。加えて、光反射マルチ被覆、
点滴チューブの適正配置、土壌溶液診断による給液管理を組み合わせることで技術を完成させた。さらに
本技術をベースに、同一株を続けて使用する２年切り栽培において、側枝を２回に分けて切り返すことで
株枯れを低減する「側枝別切り返し２年切り栽培」を開発した。また、ホームユース需要に対応しつつ、
大幅な増収を得る「短茎多収栽培」を開発した。一方、オオタバコガなどの夜蛾類の黄色光による防除技
術において、黄色光がカーネーションの生育および開花に及ぼす影響を解明し、光源の適正配置方法を示
すなど、技術開発に貢献した。近年では夏季の異常高温による開花遅延と切り花品質の改善を目的として、
日没後の数時間だけを温室冷房する「EOD夜間冷房」技術の開発を神戸大学の教員として指導した。

山中 正仁 氏 （５８歳）

兵庫県立農林水産技術総合センター北部農業技術センター

農業・加工流通部長

持続的生産に繋がる養液土耕技術

株枯れを回避する側枝別切り返し２年切り栽培

黄色光による
夜蛾防除技術
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極良食味で炊飯米の外観が秀でた
水稲品種「つや姫」の育成と普及

「つや姫」は、近年の米価の情勢下においても消費者の支持により価格が安定し、県内作付面積は
令和3年現在、9,800ｈａに拡大している。県外の普及状況については、宮城県、島根県等９県で奨
励品種に採用され、全国の作付面積は約1６,000haに達している。また、「山形方式」とも言われる
「つや姫」ブランド化の取組は他県からも注目され、各県が新品種のブランド化を図る中で参考にさ
れている。

良食味品種の育成に当たり、食味官能試験における新たな外観評価法の導入や分光測色計を用いた炊
飯米の白さの数値化など新たな手法を開発したことは、今後の水稲育種に大いに貢献するものである。
また、良食味で高温耐性を持つ「つや姫」は、良食味品種開発の目標となっており、ブランド化戦略の
推進とともに、国内水田農業の活性化に果たす役割も大きく、その業績を高く評価した。

【連絡先】山形県農業総合研究センター
（住所：〒９９０-２３７２ 山形県山形市みのりが丘６０６０－２７ TEL：0２３-６４７-３５００）

１ 業績の概要

背景

研究内容・成果

普及状況

２ 評価のポイント

平成3年に山形県が育成した水稲品種「はえぬき」は県内作付面積の約６割を占める山形県の主力品
種となっているが、全国的な知名度不足が囁かれ、生産者団体等からは「コシヒカリ」を超える新たな
水稲品種の育成が強く望まれていた。

水稲品種の選抜において、炊飯米の外観を「つや（光沢）と外観」で評価していたが、「白さ」を加
えて３項目に分けて評価するとともに、分光測色計を利用した新たな「炊飯米の外観」の評価法を確立
した。この評価法を取り入れ、炊飯外観に秀でた良食味の「つや姫」を育成した。また、「つや姫」の
良食味を確保するための栽培技術を確立するとともに「つや姫栽培マニュアル」を作成し、生産者や生
産者団体に直接指導するなど、「つや姫」栽培技術の普及定着を図った。

ブランド化戦略の企画立案と推進にも深く関わり、全国の消費者に評価される高品位良食味米安定生
産確立の基礎を築いた。

結城 和博 氏 （６１歳）

鶴岡市新規就農者研修受入協議会 シニアアドバイザー

（元山形県農業総合研究センター水田農業試験場長）

図２ 分光測色計による白色度と食
味官能試験による見た目の白さ

※「つや姫」は見た目も白色度も高い

図３ 水稲品種「つや姫」栽培
マニュアル

図１「つや姫」の食味官能試験結果
（H14～R2 基準：「はえぬき」）
※「つや姫」は外観等が優れ総合評価が高い



コガネムシ天敵微生物防除と
ネギべと病防除支援技術の開発

天敵糸状菌は平成13年に土壌改良資材として販売が開始され、現在も畑作物、茶、果樹、芝草用に年
間約60トン販売されている。天敵線虫は、平成9年に生物農薬として上市され、国内で広く利用された。
「ねぎべと病なび」は、県内では、普及機関や発生予察部門、3農協、1農業生産法人及び民間種苗会社
1社に、県外では、国研究機関2か所、14自治体の試験研究及び普及機関18か所、1農協、3農業生産法
人及び民間企業1社に導入され広く活用されている。

コガネムシ類幼虫の微生物防除に関する一連の成果は、微生物防除材の開発に繋がり、環境保全型農
業の推進に大きく貢献した。また、ICTを活用した「ねぎべと病なび」の開発により、ねぎべと病の発
生が予測ができ、適期防除による感染拡大阻止がはかられ、県内外のネギ産地の維持・発展に大きく貢
献した。さらに九州地方のタマネギべと病防除対策についても成果が波及し、予察システムの開発に繋
がったことを高く評価した。
【連絡先】千葉県農林総合研究センター

（住所：〒２６６－００１４ 千葉県千葉市緑区大金沢町１８０－１ TEL：0４３-２９１-０１５１）

１ 業績の概要

背景

研究内容・成果

普及状況

２ 評価のポイント

平成6年に農林水産省で「環境保全型農業」が定義づけられ、全国的に推進される中、千葉県でも
「ゴルフ場等の芝草無農薬管理」や「農作物の環境保全型農業」を推進するための技術開発が喫緊の課
題となっていた。また、全国第1位、２位の産出額を争い、千葉県の重要な品目であるネギの秋冬どり
栽培において、平成21年12月にべと病が大発生し、産地を揺るがす大きな問題となっていた。

多犯性で難防除であるコガネムシ類の幼虫に対して天敵糸状菌（Metarhizium anisopliae）、天敵線
虫（Steinernema kushidai）及び天敵細菌（Paenibacillus lentimorbus ）の殺虫活性に係わる基礎的
な研究を行うとともに、天敵糸状菌及び天敵細菌については、実用化に向けた大量培養法、殺虫活性を高
める製剤化技術を確立した。個々の微生物について製剤を用いた実証試験も行い防除効果を確認し、天敵
糸状菌は土壌改良材として、天敵線虫は生物農薬として実用化した。

発生初期をとらえた薬剤散布が重要なネギべと病に対して、秋冬ネギにおける過去のべと病発生予察調
査結果と気象条件との関係について解析を行い、発生予測に用いる気温及び感染に好適な気象条件を解明
した。さらに、それらの情報が一目でわかるように、パソコンを利用したネギべと病防除支援情報システ
ム「ねぎべと病なび」を平成26年に独自で開発し、システムを利用した防除基準についてまとめた。

横山 とも子 氏 （５８歳）

千葉県農林総合研究センター

生物工学研究室長

「ねぎべと病なび」で表示される防除支援チャート
気温、降水量（青棒）、日照時間（負の薄紫棒）とともに、
発生確率、感染危険度（赤線囲み）が表示される。サツマイモ圃場における天敵糸状菌資材の施用効果

天敵糸状菌に感染した
コガネムシ幼虫
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