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第１ 前年度をもって完了、又はその他の事由により中止した試験及び調査

一般試験

「国際イネ連絡試験」参画による有用遺伝資源と遺伝子の活用 （平成17～21年、水稲Ｇ）

道北露地アスパラガスの改植技術および高畦灌水栽培技術の開発

（平成17-21年、畑作園芸科、栽培環境科）

水稲育苗ハウスを利用した高糖度トマト・ポット栽培導入の実証

（平成19-21年、技術体系化チーム）

道北露地アスパラガスの改植技術および高畦灌水栽培技術の開発

（平成17-21年、畑作園芸科、栽培環境科）

民間受託試験

ニーズに対応した道産小麦の開発促進

（ 、 、 、 、 ）平成19-21年 畑作園芸科 栽培環境科 技術普及部 北見・中央農試と分担

転換畑野菜に対する地下かんがいと緩効性肥料が施肥効率に与える効果

（平成20-21年、栽培環境科）

石灰入り肥料と地下かんがいが野菜の石灰吸収に与える効果

（平成19-21年、栽培環境科）

水稲に対する普通肥料「米ベスト」の側条施用効果

（平成20-21年、栽培環境科、中央農試と分担）

水稲に対するアミノ酸入り普通肥料「スーパーユーキ９３１」の施用効果

（平成21年、栽培環境科）

民間等共同研究

高度苗立ち性および高度耐冷性水稲直播栽培用品種の開発

（平成19-21年 水稲科 ホクレン農業総合研究所）

少分げつ突然変異体を用いた解析により新奇な分げつ制御遺伝子の同定に関する研究

（平成21年 水稲科 国立大学法人帯広畜産大学と分担）

外部資金活用研究

春まき小麦の初冬まき栽培及び緑肥作物導入による転作麦高品質・高収量栽培技術の定着・

普及 （平成19-21年､技術体系化チーム、上川普及センター、

留萌普及センター、横山製粉、北大と分担）
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第２ 本年度改訂する試験及び調査

な し

第３ 本年度新規に実施する試験及び調査

経常研究

（ 、 ）メロン黒点根腐れ病の緊急防除対策 <216321> 平成22～23年 地域技術Ｇ

機動的調査 <219921> （平成22～、地域技術Ｇ）

経常（各部）研究

北海道向け民間育成かぼちゃ品種の特性評価 <331221>

（ 、 、 ）平成22～23年 地域技術Ｇ 道南・花・野菜と分担

一般共同研究

水稲の直播栽培用早生良食味系統ならびに開花期耐冷性選抜マーカーの開発 <511121>

（平成22～24年、水稲Ｇ、ホクレン農業総合研究所）

イネの多収品種の開発に向けた分げつ発生制御の解明 <511122>

（平成22年、水稲Ｇ、国立大学法人帯広畜産大学と分担）

公募型研究

水田の高度汎用化を目指した地下灌漑システムの利用技術 <625221>

（平成22-26年、生産環境Ｇ）

環境保全型農業と両立する生物的相互関係を活用した難防除コナダニ類新管理体系の確立

<626321> （平成22～24年、生産環境Ｇ、京都大学大学院ほかと分担）

ポリポットを利用した高糖度トマト栽培技術の定着と普及 <653321>

（ 、 、 ）平成22～23年 地域技術Ｇ 上川農業改良普及センターほかと分担

土着天敵を活用したホウレンソウケナガコナダニの密度抑制技術の開発 <696321>

（平成22年、生産環境Ｇ）

民間受託

道産小麦の需要を拡大する品質向上・安定化技術の開発促進 <722121>

（平成22～24年、地域技術Ｇ、生産環境Ｇ、中央・北見と分担）

寒冷地湛水土壌中における有機質肥料の肥効パターンの解明 <725121>

（平成22-23年、生産環境Ｇ）
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第４ 本年度実施する試験及び調査

Ⅰ 経常研究

１．水稲育種

１）高度安定性高品質米品種の早期総合開発 <211101>

（平成20-25年、水稲Ｇ、中央、道南農試と分担）

(1)中期世代の耐冷性極強系統の選抜強化

①試験目的

寒冷地である北海道稲作において耐冷性は重要形質の一つであり、これまで交配育種と耐

冷性検定により品種育成が進められてきた。北海道は４年に１度の頻度で冷害に遭遇すると

され、最近では平成15年に大きな被害（作況指数74）を受け、その克服が求められている。

現在の良食味品種である「ほしのゆめ」の耐冷性は「強」であるが、冷害年には平年作を維

持することは難しい。また、主要品種の「きらら397」は耐冷性が”やや強”で冷害年には

不安定であり、近年作付け面積が増加している「ななつぼし」は、耐冷性が「ほしのゆめ」

よりやや劣る傾向にある。

そこで、中期世代の育成材料を中期冷水掛け流し水田に供試し選抜することにより、極強

レベルの耐冷性を持つ系統を育成する。

②試験方法

1）冷水田を利用した系統選抜

方法：水温19℃に設定した冷水田を利用し、系統選抜を実施する。

材料：一般田にも供試したＦ 1140系統を冷水田で栽培し、熟期別に強～極強系統以上を5-7

上記目標に従い選抜する。

2）中期冷水掛け流し検定試験

、 。方法：上記と同様の設定で生産力検定予備試験系統を２反復で検定し 系統選抜の資とする

材料：398系統

(2)中期世代を主体とした極良食味系統の選抜強化

①試験目的

今後さらに食味レベルを向上させるには、これらの分析点数を増やすとともに、培養変異

により遺伝変異を拡大することやDNAマーカーを利用して選抜効率を上げるなどの先端技術

を活用することにより、育種素材の開発と食味選抜強化を図る必要がある。

そこで、極良食味米品種を開発するため、食味分析点数を増やすとともに先端技術を活用

して、効率的に極良食味米の系統を育成する。

②試験方法

①機器分析による検定

・系統選抜試験：アミロース含有率（オートアナライザー 、タンパク質含有率（インフ）

ラテック）を分析

分析点数：1000点程度 目標値：アミロース15～19％、タンパク6.0％以下

・生産力予備試験系統：アミロース含有率（オートアナライザー 、タンパク含有率 （イ）

ンフラテック）を分析

②少量炊飯法による検定
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・系統選抜試験：炊飯米の外観（つや・白さ）を達観で食味評価し、選抜する。

少量を小さなカップ（1系統/カップ）に入れ、炊飯器を活用して試験を行う。

分析点数500点程度 目標：新潟県産「コシヒカリ」同等レベル

③食味官能試験

生産力予備試験の有望系統について実施する（白米200～700g 。）

実施点数：100点程度 目標：新潟県産「コシヒカリ」同等レベル

(3)中期世代の耐病性・耐虫性強系統の選抜強化

①試験目的

クリーン農業推進と北海道米の品質の高度安定化を図るため、良食味と耐病性・耐虫性を併

せ持つ品種の育成を目ざし、中期世代の耐病性・耐虫性強系統選抜を強化する。

②試験方法

・いもち病検定試験及び圃場選抜試験

葉いもち、穂いもち検定試験

生産力検定予備試験：398系統

・割籾に関する選抜強化

中期世代から割籾に関する選抜を強化することにより、カメムシの吸汁害を大幅軽減でき

る割籾少系統を選抜する。

生産力検定予備試験：供試数：398系統

２）水稲直播栽培用高度安定性良食味系統の開発促進 <211111>

（平成21ｰ25年、水稲Ｇ、中央・道南農試と分担）

①試験目的

北海道に適した直播栽培で安定した収量を持つ良食味系統の育成を促進する。低温苗立ち

性と収量性の向上を図る。

②試験方法

ａ．直播関連形質の特性検定および効率的な系統選抜の強化

直播品種に必要な重要形質の検定を強化するとともに効率的に系統を選抜する。

ａ）交配組合せ数：27組合せ（この課題向けの交配数）

ｂ）検討項目

(a)低温出芽性および低温苗立ち性検定：生検本15系統、生検予42系統

(b)低温発芽性検定：生検本7系統、生検予42統

(c)耐冷性検定、いもち病耐病性検定：生検本15系統、生検予42系統、系統選抜87系統

(d)シーダーテープによる生産力検定：生検本15系統、生検予42系統

(e)食味関連形質調査：生検本15統、生検予19系統、系統選抜59系統程度

(f)低温苗立ち性による個体選抜：８組合わせ49,418個体

(g)低温苗立ち性による系統選抜：７組合わせ70系統

ｂ．育成系統の直播栽培による地域適応性検定試験

上川農試育成系統について中央農試および道南農試において直播栽培による生産力検定

試験を行い、収量性、品質および食味を検討し、その地域における有望系統を選抜する。

ａ）供試系統数：生産力本試験系統：中央農試に15系統、道南農試に15系統供試
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２．畑作試験

１）畑作物の地域適応性検定試験 <212900>

（昭和34年-継続、地域技術Ｇ、中央・北見・道南農試と分担）(1)小豆の地域適応性検定試験

①試験目的

有望育成系統について、地域適応性を明らかにして優良品種決定の資とする。

②試験方法

ａ．供試材料：６品種系統

ｂ．試験設計：1区9.6㎡、乱塊分割区法3反復

（平成19年-継続、地域技術Ｇ、十勝農試と分担）(2)馬鈴しょの地域適応性検定試験

①試験目的

有望育成系統について、地域適応性を明らかにして奨励品種決定の資とする。

②試験方法

ａ．供試材料：13品種系統

ｂ．試験設計：1区9.0㎡、乱塊分割区法3反復

(平成15年-継続、地域技術Ｇ、中央・十勝・北見農試と分担)(3)小麦の地域適応性検定試験（現地試験）

①試験目的

育成された有望系統について、上川地方における適応性を検定する。

②試験方法

ａ．秋まき小麦：美瑛町で4品種系統、美深町で3品種系統を供試、現地慣行法による。乱

塊法2反復

ｂ．春まき小麦：美瑛町（春播き）で１品種、名寄市（初冬播き）で２品種系統を供試、

現地慣行法による。

乱塊法2反復

３．園芸試験

１）野菜の地域適応性検定試験 <213300>

(1)たまねぎ地域適応性検定試験

（昭和63年-継続、地域技術Ｇ、北見農試、花野技セと分担）

①試験目的

北見農試および北農研の共同育成系統について、地域適応性を明らかにし奨励品種決定の

資とする。

②試験方法

ａ．供試材料：2系統および2品種

ｂ．試験設計：普通播種作型、１区3.6㎡ 、3反復

ｃ．実施場所：富良野市

（昭和63年-、地域技術Ｇ、道南農試・花野技セと分担）(2)いちご地域適応性検定試験

①試験目的

花・野菜技術センター育成系統の地域適応性を明らかにし、奨励品種決定の資とする。

②試験方法

ａ．供試材料：1系統および2品種



- 6 -

ｂ．試験設計：夏秋どり作型（高設 、反復なし（30株/区））

ｃ．実施場所：比布町

（昭和63年-、地域技術Ｇ、花野技セと分担）(3)メロン地域適応性検定試験

①試験目的

花・野菜技術センター育成系統の地域適応性を明らかにし、奨励品種決定の資とする。

②試験方法

ａ．供試材料：1系統および1品種

ｂ．試験設計：無加温半促成作型、2反復

ｃ．実施場所：富良野市

２）機械収穫に向けた加工用ほうれんそう栽培体系の確立 <213312>

（平成21～22年、地域技術Ｇ）

①試験目的

加工用ほうれんそうの機械収穫体系を確立し、収穫作業の作業能率向上を図る。

②試験方法

ａ．機械収穫に適した栽培体系の検討

試験場所：上川農試圃場

試験処理：現行体系、密植2水準

調査項目：作業能率、製品率、製品収量など

ｂ．機械収穫体系の現地実証

試験場所：現地生産者圃場（美瑛町、2ヶ所）

試験処理：手取り収穫、機械収穫（現行体系、密植栽培）

調査項目：作業能率、収穫～加工工場での作業で現行体系から変更が必要な点など

４．環境保全・安全

１）土壌保全対策維持事業－環境保全型有機質資源施用基準の設定調査－ <215500>

(1)土壌機能モニタリング調査

（ 、 、 ）平成10年-継続 生産環境Ｇ 天北支場・中央・十勝・北見・根釧・道南農試と分担

①試験目的

各地域の営農活動が環境に及ぼす影響の評価を目的とし、営農現場における土壌管理等の

実態や土壌特性の変化を経年的に明らかにする。

②調査方法

ａ．対象地区：上川および留萌支庁管内

ｂ．調査計画：全道32ゾーン640地点のうち、当農試は4ゾーン80地点を4カ年１サイクルで

現地調査、圃場調査、植生調査、土壌断面調査を行う。

５．有機栽培

１）水稲有機栽培の育苗指針・施肥基準の策定 <215692>

（平成19-22年、生産環境Ｇ、中央農試と分担）
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①試験目的

水稲の有機栽培において、初期生育向上のための栽培技術を開発し、有機栽培向けの育苗指

針や本田施肥基準を策定することで、水稲有機栽培の収量の安定化を図る。

②試験方法

a．育苗期における病害の防除対策

ａ）置床および培土への硫黄粉末混和による苗立枯病(Pythium)の防除効果

b．有機栽培に適する水稲育苗指針の作成

ａ）有機栽培育苗に適した有機質肥料の開発・施用法

中苗における苗窒素含有率を効率的に高めるため、最適窒素追肥時期と窒素追肥量

について検討する。

ｂ）有機栽培における初期生育に対する苗形質の影響

苗の窒素含有率が初期生育に及ぼす影響について検討する。

c．本田における初期生育向上技術と有機栽培の施肥基準

a）有機質肥料を用いた側条施肥法

有機質肥料を用いた側条施肥が初期生育促進や収量に与える効果を、場内および有機

栽培生産者圃場（2カ所）で検討する。

６．病害虫試験

(平成20-23年、生産環境Ｇ)１）きゅうり褐斑病の耐性菌発生に対応した防除対策 <216301>

①試験目的

道内の発生状況等を調査、有効な薬剤を明らかにし、耕種的防除も含めた総合防除対策を

確立する。また、適切な薬剤防除のため、耐性菌の発生状況の把握、試験研究機関で簡易に

実施できる耐性菌検定法を検討し、薬剤選択の参考とする。

②試験方法

ａ．効率的な薬剤防除法の検討

ａ）有効薬剤の探索および各薬剤の散布間隔の検討

ｂ．薬剤耐性菌の発生状況の把握と、簡易な耐性検定法の確立

ａ）薬剤耐性菌の発生分布を調査

ｂ）簡易な生物検定法の有効性を確認

ｃ．薬剤防除と耕種的防除を組み合わせた総合防除対策の確立

ａ）UVカットフィルムと通常のフィルムとで発病に違いがあるかを確認

２）メロン黒点根腐病の緊急防除対策<216321>

（平成22-23年、地域技術Ｇ）

①試験目的

北海道ではじめて発生したメロン黒点根腐病に対する土壌燻蒸剤による消毒に依らない

防除対策の確立。

②試験方法

ａ．台木試験
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既存のメロン台木の中から黒点根腐病に対する抵抗性を示す台木の検索を行う。

試験場所：現地発生圃場

試験処理：台木6品種、対照として自根（R113）

調査項目：生育、収量、果実品質、発病調査（葉の黄化程度、根の黒点付着程度）

ｂ．地温抑制資材試験

本病は高地温により発生が助長されるため、地温を抑制するマルチ資材による発病抑制

効果について検討する。

試験場所：現地発生圃場

試験処理：白黒、ダークグリーン、ライトグリーンの3資材、対照として農ポリ

調査項目：生育、収量、果実品質、発病調査（葉の黄化程度、根の黒点付着程度）

ｃ．熱水消毒による効果試験

試験場所：現地発生圃場

試験処理：熱水消毒区のみ

調査項目：消毒後の生育、収量、果実品質、発病調査（葉の黄化程度、根の黒点付着

程度）

（昭和50年-継続、生産環境Ｇ）３）農作物病害虫診断 <216500>

(1)突発および新発生病害虫の診断

①試験目的

、 。農業立地条件の変化に伴う突発または新発生病害虫の診断を行い 被害を最小限に止める

②試験方法

、 、 、 、現地からの依頼試料について 常法により病原菌の検鏡 分離 接種あるいは害虫の検鏡

飼育、放飼によりその種類を同定すると共に、必要に応じて現地調査を行い、発生実態およ

び被害実態を明らかにする。

(2)突発生理障害診断

①試験目的

現地から調査を依頼された突発的な生育障害に対して、土壌･作物の分析などから、その原因を

検討し、 対策のための資料を提供する。

②試験方法：水稲、畑作物、野菜、花卉等の土壌、作物分析

７．機動的調査

< > （平成22～26年、地域技術Ｇ）１）機動的調査 219921

①調査目的

地域農業技術支援会議におけるプロジェクト活動や緊急的・突発的な技術的課題の解決

に向けて現地調査等を行う。

②調査対象

ａ．小玉かぼちゃの高品質安定栽培法と加工技術の確立による新製品開発

ｂ．水稲湛水直播栽培の適応性検討

ｃ．緊急的・突発的な技術的課題



- 9 -

Ⅱ 経常（各部）研究

１．新優良品種普及促進事業

１）新優良品種普及促進事業

（昭和42年-継続、水稲Ｇ、中央、道南農試と分担)(1)水稲 <312110>

奨励品種決定基本調査に供試した2年目以降の系統について、予備的に種子の増殖を行う。

本年の供試系統は優良品種に認定された新品種「きたゆきもち」である。

２．奨励品種決定調査

１）奨励品種決定調査

（ 、 、 、 、 、 ）（ ）1 小 豆 <313110> 昭和46年-継続 地域技術Ｇ 中央 道南 十勝 北見農試と分担

①試験目的

優良品種候補系統について、現地における適応性を検定する。

②試験方法

ａ．供試材料：4系統・品種

ｂ．試験設計：名寄市および苫前町で実施、1区10㎡、乱塊法2反復

（ 、 、 、 、 ）（ ）2 菜 豆 <313120> 昭和46年-継続 地域技術Ｇ 中央 十勝 北見農試と分担

①試験目的

優良品種候補系統について、現地における適応性を検定する。

②試験方法

ａ．供試材料：3系統・品種

ｂ．試験設計：剣淵町で実施、1区9.6㎡、乱塊法2反復

（ 、 、 、 、 、 ）（ ）3 馬鈴しょ <313130> 昭和33年-継続 地域技術Ｇ 中央 道南 十勝 北見農試と分担

①試験目的

奨励品種候補系統について、現地における適応性を検定する。

②試験方法

ａ．供試材料：2系統2品種（富良野市 、1系統1品種（美深町））

ｂ．試験設計：富良野市および美深町で実施、1区9㎡、乱塊法2反復

２）奨励品種決定基本調査

(昭和29-継続 水稲Ｇ 中央 道南農試と分担)（ ）1 水稲 <313210> 、 、 、

①試験目的

有望な系統及び品種の能力を検討し、奨励品種決定上の参考資料を得る。

②試験方法

ア 場内

ａ．供試系統及び品種：

、 、 、 、 、 、 、上育460号 上育462号 上育463号 上育糯464号 空育172号 空育酒177号 空育179号

北海311号、北海313 号、北海314号、北海315号、北海糯316号、北海317号、北海比較品

種「ほしのゆめ」他14品種

ｂ．試験区
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移植：標肥区Ｎ＝0.80、Ｐ2Ｏ5＝0.97、Ｋ2Ｏ＝0.69kg/a、多肥区は標肥区の33％増

直播：移植の標肥区に準ずる。

ｃ．調査項目

奨励品種決定調査要綱による。

イ 現地試験

a．上育460号､上育462号、空育172号、空育酒177号、北海311号

比較品種「ほしのゆめ」他13品種

ｂ．試験実施場所

上川管内：名寄市、士別市、当麻町、旭川市、東川町、中富良野町

留萌管内：遠別町、小平町

網走管内：北見市

（ 、 、 、 、 ）（ ）2 麦 類 <313220> 昭和34年-継続 地域技術Ｇ 中央 十勝 北見農試と分担

①試験目的

有望系統について、特性および地域の適応性を検討し、奨励品種決定の資とする。

②試験方法

ａ．供試材料：秋まき小麦 9系統および品種

春まき小麦 4系統および品種

二条大麦 4系統および品種

ｂ．試験設計：1区9.6㎡、乱塊法4反復

（ 、 、 ）（ ）3 大 豆 <313230> 昭和33年-継続 地域技術Ｇ 道南・北見農試と分担

①試験目的

有望系統について、特性および地域の適応性を検討し、優良品種決定の資とする。

②試験方法

ａ．供試材料：11系統および品種

ｂ．試験設計：1区9.6㎡、乱塊分割区法3反復

３）奨励品種決定現地調査

(昭和29年-継続、水稲Ｇ、中央、道南農試と分担)(1)水稲 <313310>

①試験目的

優良品種候補について、現地における適応性を検討する。

②試験方法

ａ．供試系統及び品種

空育172号、空育酒177号、上育460号、上育462号、北海311号

比較品種「ほしのゆめ」他14品種

ｂ．試験実施場所

上川管内：名寄市、士別市、当麻町、旭川市、東川町、中富良野町

留萌管内：遠別町、小平町

網走管内：北見市

（昭和34年-継続、地域技術G、中央、十勝、北見農試と分担）(2)麦 類 <313320>

①試験目的
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奨励品種候補について、現地における適応性を検定する。

②試験方法

ａ．供試材料：秋まき小麦4系統および品種、二条大麦3系統および品種

ｂ．試験設計：秋まき小麦は富良野市、二条大麦は中富良野町で実施、乱塊法2反復

（昭和33年-継続、地域技術Ｇ、道南・北見農試と分担）(3)大 豆 <313330>

①試験目的

優良品種候補について、現地における適応性を検定する。

②試験方法

ａ．供試材料：3系統および品種

ｂ．試験設計：剣淵町および羽幌町で実施、乱塊法2反復

３．地域農業技術導入支援事業

１）上川・留萌地域における秋まき小麦の新ランク区分に対応した高品質・多収量栽培法の実証

（平成20-22年、技術体系化チーム）と普及 <314101>

①試験目的

新品種「きたほなみ」の転換期に当たり、適期・適量播種により適正な越冬前茎数を確保

するとともに、穂数と子実蛋白をコントロールする施肥により、新ランク区分への対応と高

収量を両立する栽培技術の普及拡大を図る。

②試験方法

ａ．試験設計：Ｎ追肥2水準 起生期-幼形期-止葉期 0-0-0、6-4-6kg/10ａ

ｂ．実施場所：上川北部3圃場、上川中部3圃場、上川南部6圃場

4．クリーン農業

１）ハウス窒素肥沃度の総合的評価による道産野菜の硝酸塩低減化技術の開発 <322112>

（平成21～24年、地域技術Ｇ、花野技セと分担）

①試験目的

従来の土壌硝酸態窒素の評価に土壌熱水抽出性窒素の評価を合わせた新たな窒素肥沃度の

総合的評価を確立し、ほうれんそう及びみずなの硝酸塩低減化を図る。

②試験方法

ａ．みずな移植・中株栽培の適正施肥による硝酸塩低減化

ｂ．試験場所：上川農試ハウス、現地生産者ハウス3ヶ所

ｃ．試験処理：窒素施肥量 0、3、6、9、12、15kg/10a（場内）

慣行施肥量、直播・小株栽培の施肥対応の施肥量、同±3kg/10a（現地）

ｄ．調査項目：作物収量、硝酸塩濃度、土壌硝酸態窒素、熱水抽出性窒素など

２）高度クリーン農業技術の開発 ①水稲 <322291>

(平成19-22年、生産環境Ｇ、中央農試と分担)

①試験目的

道産水稲の国際競争力を高め、高度化する消費者ニーズにも対応するため、化学肥料・化学合成農薬を５割
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以上削減した高度クリーン農業技術を開発・実証する。

②試験方法

ａ．化学肥料の５割削減の影響評価と改善技術の開発

a)試験圃場：上川農試場内）、永山現地圃場、富良野市現地圃場

b)施肥処理区：農試場内；北海道慣行区、減肥区、高度クリーン区、高度クリーン改善区（１区

：有機ペレット885、2区：発酵鶏ふん、3区：水稲特栽028）、高度クリーン側条重点区

農家慣行区（ＹＥＳ！Ｃｌｅａｎ）、高度クリーン区、高度クリーン改善区現地；

c)調査項目：水稲生育、収量調査、養分吸収、食味特性

ｂ．水稲の化学合成農薬５割削減技術の確立

ａ）水面施用粒剤による穂いもち防除効果の評価

C.現地実証試験の実施

ａ）化学合成農薬５回以内

ｂ）窒素化学肥料のYES!clean基準に対し半減（窒素５kg/10a以下）

ｃ)すいくいとりによる外虫発生調査、斑点米調査、いもち病発病調査

５．北海道野菜活力強化事業

１）北海道向け民間育成かぼちゃ品種の特性評価 <331221>

（平成22-23年、地域技術Ｇ、花野技セ、道南農試と分担）

①試験目的

消費者や市場に要望される特性を備えた品種選択を行う際の資料とし、優良な品種の普及

推進を図る。

②試験方法

ａ．供試材料：13品種・系統

ｂ．試験設計：72穴セルトレイ育苗、畝間3.0ｍ×株間0.6ｍ、10株/区、2反復

ｃ．調査項目：収量、果実品質、食味、貯蔵性

Ⅲ 道受託試験

1．食品政策課事業

１）病害虫発生予察及び植物防疫事業 <421100>

(1)病害虫発生予察事業

ａ．普通作物の病害虫発生予察調査

（ 、 、 、 ）昭和16年-継続 生産環境Ｇ 防除所・中央・道南・十勝・北見農試 花・野菜技術センターと分担

①試験目的

植物防疫法に基づいて、農作物の指定および指定外病害虫の発生状況を調査し、発生予察

、 。 、法の確立を図るとともに 各情報を関係機関に提供して病害虫防除の適正を図る 当場では

関係機関と連携して、農作物病害虫事業実施要綱および同要領に基づいて、水稲および春ま

き小麦の発生予察定点ほを設置し、作物の生育期、病害虫の発生状況を調査し、関係機関に

情報を提供する。

②試験方法
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ａ．供試面積：農試圃場20a

ｂ．耕種概要：

ａ）水稲： ほしのゆめ 「きらら397 、殺菌･殺虫剤は無散布とし、栽培管理は「実施要「 」 」

綱」に基づく他は慣行的栽培管理とする。

ｂ）春まき小麦： ハルユタカ 、種子消毒以外の殺菌･殺虫剤は無散布とし、栽培管理は「 」

「実施要綱」に基づく他は慣行的栽培管理とする。

ｃ．対象病害虫

ａ）水稲：いもち病、葉鞘褐変病、アカヒゲホソミドリカスミカメ、ヒメトビウンカ、セジロウンカ、

イネドロオイムシ、フタオビコヤガほか

ｂ）春まき小麦：赤かび病、ムギキモグリバエ

ｄ．調査方法：見取り、予察灯、黄色水盤、すくい取り、フェロモントラップ

ｅ．調査項目：作物の生育期、病害虫の初発期、最盛期、終息期、半旬別発生量（密度 、被害（発）

病）量（率 、誘殺数、すくい取り数）

(2)植物防疫事業

（昭和55年-継続、生産環境Ｇ）ａ．農薬安全対策事業 診断対策

①試験目的

稲縞葉枯病発生地帯におけるヒメトビウンカの縞葉枯病ウイルス保毒虫率を調査する。

②試験方法

上川管内の水田畦畔でヒメトビウンカを採取し、エライザ法で検定を行う。

２）クリーン農業による環境保全効果の指標となる天敵生物の選定 <422113>

(平成21-23年、生産環境Ｇ、中央農試・十勝農試・北見農試・花野菜セと分担)

①試験目的

慣行栽培と比較して殺虫剤使用回数を および 削減した減農薬栽培における害虫30% 50%

と天敵種の発生状況を調査し、天敵種の回復を通して減農薬栽培の持つ環境保全効果を確認

。 、 。する また 農薬投入量の削減により密度が維持・回復する天敵種を指標種として選定する

②試験方法（対象作物：水稲）

ａ．対象ほ場(成分回数)：減農薬栽培（4回、2回 、無農薬栽培（0回 、慣行防除（7回）） ）

ｂ．調査方法：見取り、すくい取り

ｃ．調査項目：天敵種の発生量、発生消長

２．農村基盤関係課事業

１）農業農村整備事業に係る土壌調査 <451100>

(1)道営土地改良事業計画地区土壌調査

（昭和40年-継続、生産環境Ｇ、中央・道南・十勝・北見・根釧・花野セと分担）

①調査目的

道営土地改良事業計画樹立地区において土壌調査を実施し、事業計画立案に資する。

②調査方法

土壌断面調査および主要土層の土壌分析を実施し、対象地区の土地改良対策土壌区の設

定・改良対策指針等を報告書にまとめ、担当支庁に提出する。
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(2)経済効果検討現地調査に係る土壌環境調査

（平成14-23年、生産環境グループ、中央・十勝・北見農試、

上川・空知・十勝・オホーツク総合振興局と分担）

①調査目的

道営農業農村整備事業における各工種について施工効果を検討し、より適切な事業計画の

策定に資する。

②調査方法

a)調査地域：①上川管内富良野市（対象作物：水稲、工種：暗渠排水・客土）

②上川管内和寒町（対象作物：大豆、工種：暗渠排水・客土・除れき）

b)調査項目：整備区・未整備区圃場の土壌断面および理化学性など

Ⅳ 一般共同研究

１．水稲育種

１）水稲の直播栽培用早生良食味系統ならびに開花期耐冷性選抜マーカーの開発 <511121>

（平成22～24年、水稲Ｇ、ホクレン農業総合研究所）

①試験目的

「 」 。平成18年に共同研究により ほしまる が直播栽培にも適する早生種として育成された

今後は､低温苗立て性や熟期の早さ、更なる食味水準の向上の直播栽培用早生種が求めら

れる。ホクレン農業総合研究所のバイオ技術と母本を活用し、上川農試が持つ直播に関す

る材料および検定技術を併せる共同研究で直播栽培用早生良食味系統を早期に作出する。

また、開花期耐冷性については、遺伝解析やDNAマーカー作出を行うことで、効率的な選

抜が可能になる。

②試験方法

ａ．交 配：3組合せ(この課題向けの交配数、苗立ち性、開花期に関する組合わせ含む)

ｂ．特性検定：ホクレン農業総合研究所作出の葯培養由来のA2－３ 8組合せ1,401系統を系

統選抜に供試し食味特性検定等を実施する。

c.開花期耐冷性のQTL解析：開花期耐冷性で極強の永系88223と極弱の彗星の交配後代120系

統を用いたQTL解析実施

２）イネの多収品種の開発に向けた分げつ発生制御の解明 <511122>

（平成22年、水稲Ｇ、国立大学法人帯広畜産大学と分担）

①試験目的

北海道の在来品種でジャポニカの「しおかり」由来の少分げつ突然変異体とインデイカ品種

「カサラス」との以下の交雑F3世代系統を上川農試圃場において栽培し、各系統の形質を調査

し、遺伝子の詳細なマッピングを行う。

②試験方法

ア．少分げつ突然変異体の水田圃場における栽培試験（上川農試 研究部 水稲科）

ペーパーポットで生育させた下記の材料を標肥慣行栽培を行う（N:8kg/10a 。）

供試材料： 変異体(N-176) x カサラス F3 28系統 40個体rcn3
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変異体(N-185) x カサラス F3 30系統 40個体rcn5

変異体(N-186) x カサラス F3 110系統 40個体rcn6

イ．新奇少分げつ突然変異体の水田圃場における試験栽培および解析

（帯広畜産大学 地域環境学研究部門植物生産学分野）

上記材料を後代検定のための形質調査（分げつ性）を行い、その後分げつ制御遺伝子の詳

細なマッピングおよび草型収量関連形質の解析を実施する。

Ⅴ 公募型研究

１．指定試験事業

１）育種試験事業（1）水稲 <611801>、育種高度化緊急促進事業（1）水稲 <611802>

(昭和41年-継続、水稲Ｇ)

①試験目的

寒地中北部向・早生高度耐冷性、良食味及び直播栽培適性品種の育成

②試験方法

ａ．交 配：108組合せ

ｂ．Ｆ 養成：夏期に交配した組合せを冬期温室で養成する。１

ｃ．集団養成：道南農試Ｆ 56組合せ、沖縄Ｆ 15組合せを供試する。２ ２

ｄ．個体選抜： Ｆ 粳21、糯9、いもち3、冷水うるち7、苗立ち8組合わせ、風連現地Ｆ 3４ 4

組合せを供試する。穂いもち圃場でF 3組合せ、冷水圃場で粳7、糯6組合わせを供試4

する。

ｅ．系統選抜：一般系選Ｆ 49組合せ1,140系統、 系選A , 8組合わせ1,401 系統、穂5-7 2 3GD

別系統5,000系統を供試する。

ｆ．系統養成：生産力検定予備試験以降の供試材料について１系統当たり3～10系統を養成

する。

ｇ．生産力検定予備試験：Ｆ Ａ 63組合せ356系統、直播A ,F 13組合わせ42系統を供5 -8 、 3 3,4 6,

試し、標準区法１区制で実施する。

ｈ．生産力検定本試験：Ｆ Ａ 30組合せ62系統を供試し、施肥量2水準とし、各水準26 -11, 4

反復で生産力の検定を行う。

ｉ．特性検定試験：生産力検定本試験以降の供試材料について、葉いもち、穂いもち及び耐

冷性の検定を行い系統選抜上の参考にする。

２）特性検定試験

（昭和58年-継続、地域技術Ｇ、中央農試と分担）(1)麦類特性検定（耐雪性） <613021>

①試験目的

育成系統の長期多雪地帯における越冬性を検定する。

②試験方法

ａ．供試材料：北見･長野各農試、北海道･東北各農研センター育成の108品種系統

ｂ．試験設計：1区0.9㎡、3反復、畦幅30cm、株間10cmの個体植え

（平成6年-継続、生産環境Ｇ）(2)小豆特性検定（茎疫病） <613040>

①試験目的
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十勝農試育成系統について、アズキ茎疫病抵抗性を判定し、耐病性品種の育成を効率的に

行う。

②試験方法

ａ．供試材料：十勝農試育成系統および比較品種

ｂ．供試レース：レース３、レース４

ｃ．検定方法：幼苗（初生葉展開）における各レースに対する抵抗性を判定

３）系統適応性検定試験

（平成15年-継続、地域技術G、中央農試と分担）(1)麦類系統適応性検定試験 <614020>

①試験目的

試験機関で育成された有望系統について、上川地方での適応性を検定する。

②試験方法

ａ．試験材料

秋まき小麦：24系統および4品種

春まき小麦：17系統および3品種

ｂ．試験設計：1区7.2㎡、乱塊法2反復

（ 、 、 、 ）(2)大豆系統適応性検定試験 <614030> 昭和35年-継続 地域技術Ｇ 道南 北見農試と分担

①試験目的

試験機関で育成された有望系統について、上川地方での適応性を検定する。

②試験方法

ａ．供試材料：12系統および5品種

ｂ．試験設計：1区9.6㎡、乱塊法2反復

(3)とうもろこし系統適応性検定試験 <614090>

（昭和38年-継続、地域技術Ｇ、北見、根釧、十勝農試と分担）

①試験目的

試験機関で育成された有望系統について、上川地方での適応性を検定する。

②試験方法

ａ．供試材料：5系統および3品種

ｂ．試験設計：1区9.6㎡、乱塊法3反復

２．プロジェクト研究

（ ）１ 耐冷性遺伝子集積系統の評価 RGB2202 <621101>） （ ） 平成20～24年 水稲Ｇ

①試験目的

画期的耐冷性品種を迅速に育成するためには、 マーカーを用いて耐冷性遺伝子を導DNA

Ctb1,2 qCTB8入・集積することが有効であると考えられる 本研究では耐冷性遺伝子 および。 、

等を北海道品種に導入・集積した育種素材を用いて、耐冷性遺伝子の集積効果を検証する。

これにより、耐冷性品種育成に有効な耐冷性遺伝子の組合せが明らかになり、その知見をマ

ーカー育種と組み合わせることによって、耐冷性の選抜が効率的にできる。

②試験方法

冷水田を用いて「ほしのゆめ」に耐冷性遺伝子を導入した系統について前年度耐冷性と
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遺伝子型を評価したＦ3系統の耐冷性を再調査することにより遺伝子の効果確認を行うとと

もに、農業形質等の調査も行う。また 「北海309号／HY777a」のF2集団の出穂への影響を、

調査する。

２）低温条件における苗立ち性の検定と遺伝的解析（QTL1005）<621102>

（平成20～24年 水稲Ｇ）

①試験目的

寒冷地におけるイネの直播栽培用品種育成においては、低温下でも安定した苗立ち性を示

す系統の育成が重要な育種目標となる。本研究では、低温苗立ち性を持つItalica Livorno

およびArroz Da Terraを交配親としたBILsを用いて、QTL解析を行いマーカー選抜を行う。

②試験方法

a.Fine mapping

QTL解析に利用したほしのゆめ/A.D.T.//ほしのゆめに再度「ほしのゆめ」を交配した材

料を用いてFine mappingを行う。

b.表現型選抜によるマーカー開発

（ほしのゆめ/A.D.T.//ほしのゆめ）B1F2×ほしのゆめのF3系統群について圃場での検定を

行う。また、交配により得られた後代の圃場での養成を行い，22年度の苗立ち検定を行う。

３）水稲直播栽培における省力栽培および良食味米生産技術の開発

新品種に対応した低タンパク良食味米生産のための栽培管理技術の開発

（ 、 、 ）新品種に対応した直播栽培指針の確立 <621292> 平成20-23年 生産環境Ｇ 北農研

①試験目的

「ほしまる」に対応した湛水直播栽培指針の確立する。(北農研は乾田直播を担当する）

②試験方法

場内圃場において「ほしまる」と「ゆきまる」の湛水直播栽培を行い 「ほしまる」栽培、

特性を明らかにする。また、新規緩効性肥料の効果について検討を行う。

a．調査項目:苗立ち数調査、生育調査、収量調査、玄米品質調査、窒素吸収量

４）北海道における良食味米直播栽培を導入した米・野菜複合による高収益水田営農システムの

確立

上川中部地域における直播稲作および施設型野菜作の実証 <621293>

（平成19-23年､生産環境Ｇ、北農研）

①試験目的

(北農研は乾田直播を担当「ほしまる」を用いた水稲の乾田および湛水直藩の現地実証を行う。

する）

②試験方法

の現地圃場における移植および直藩栽培における作業体系を調査す当麻町および旭川市東旭川

また、新規緩効性肥料るとともに、「ほしまる」を用いた直藩栽培における生育・収量を比較する。

の効果について現地圃場での検討を行う

a．調査項目:苗立ち数調査、生育調査、収量調査、玄米品質調査、窒素吸収量
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５）北空知地域における直播稲作および露地野菜作の実証と産地化方策の提示

（平成19-23年、生産環境Ｇ、北農研）水稲直播栽培の実証 <621294>

①試験目的

(北農研は乾田直播を担当「ほしまる」を用いた水稲の乾田および湛水直藩の現地実証を行う。

する）

②試験方法

深川市内の現地圃場における移植および直藩栽培における作業体系を調査するとともに、「ほし

また、新規緩効性肥料の効果についまる」を用いた直藩栽培における生育・収量を比較する。

て現地圃場での検討を行う

a．調査項目:苗立ち数調査、生育調査、収量調査、玄米品質調査、窒素吸収量

水田の高度汎用化を目指した地下灌漑システムの利用技術 <625221>６）

（平成22-26年、生産環境Ｇ）

①試験目的

水田の高度汎用化を目指すため、地下灌漑システムを利用した転換作物と水稲の収量・

品質向上技術を確立し、本システムの利用指針を作成する。

②試験方法

a.地下灌漑による給水方法が転換作物の生育、収量に与える影響

a)試験地・規模：上川農試水田転換畑圃場(面積34a、地下水位制御システム3基設置)

b)栽培作物：ダイズ、ハクサイ

c)灌漑処理：①無灌漑、②定植および乾燥時灌漑、③常時灌漑の3処理

d)防雨処理(ハクサイ)：各灌漑処理区において定植～活着期にトンネルを設置

(雨天時以外開放)

e)調査項目：土壌水分(pF,TDR)、活着および枯死率（ハクサイ 、生育、収量、）

養分吸収量、土壌化学性

７）北空知地域における直播稲作および露地野菜作の実証と産地化方策の提示

地下水位制御圃場における野菜作の実証研究 <625312>

（平成21-23年、生産環境Ｇ、北農研センターと分担）

①試験目的

地下灌漑システムによる給水方法がカボチャおよび他の野菜の生育に及ぼす影響を明らかに

し、各野菜における地下灌漑指針を確立する。加えて現地生産者のカボチャ等野菜圃場におい

て地下灌漑の効果を実証する。

②試験方法

a.地下灌漑が野菜の活着および初期生育に与える効果

a)試験地・規模：上川農試水田転換畑圃場(面積34a、地下水位制御システム3基設置)

b)栽培作物：カボチャ

c)灌漑処理：①無灌漑、②定植および乾燥時灌漑、③常時灌漑の3処理

d)防雨処理：各灌漑処理区において定植～活着期にトンネルを設置(雨天時以外開放)

e)調査項目：土壌水分(pF,TDR)、活着および枯死率、生育、養分吸収量
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b.地下灌漑方法が野菜の収量、品質および養分吸収に与える効果

a)試験地・規模、栽培作物、灌漑処理はa.と同じ

b)調査項目：土壌水分(pF,TDR)、生育、収量、生理障害発生程度、養分吸収量、

土壌化学性

c.生産者圃場における地下灌漑の効果実証

a)試験地：妹背牛町地下灌漑システム設置圃場

b)栽培作物はa.と同じ

c)灌漑処理：①無灌漑、②定植および乾燥時灌漑の2処理

d)調査項目：土壌水分(pF,TDR)、生育、収量、生理障害発生程度、養分吸収量、

土壌化学性

８）全国農地土壌炭素調査（土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業の定点調査及び

基準点調査における土壌炭素調査） <625701>

（平成20－24年、生産環境Ｇ、中央、天北、道南、十勝、根釧、北見農試と共同)

①試験目的

本事業では、一般農家ほ場を対象とし土壌炭素蓄積量及び有機物施用、作物残渣の鋤込

み等土壌炭素の維持蓄積に寄与すると考えられる農地管理の実態（活動量）の調査を行う

定点調査、また化学肥料単用区、有機物施用区、土壌炭素貯留区を設けて土壌炭素の変動

・蓄積状況を調査する基準点調査を行う。

②試験方法

ａ．調査地点は、５カ所（愛別町1、比布町2、当麻町1、東神楽町1 、５年間同じ地点で）

ある （H20－H24)。。

９）環境保全型農業と両立する生物的相互関係を活用した難防除コナダニ類新管理体系の確立

（ 、 、 、 、<626321> 平成22～24年 生産環境Ｇ 京都大学大学院 山口県農林総合技術センター

奈良県農業総合センター、広島県立総合技術研究所、農業技術センター、岐阜県中山間農業

研究所、岐阜県農業技術センター、サンケイ化学株式会社と分担）

①試験目的

指定野菜ホウレンソウのコナダニ被害は全国36都道府県に及ぶ。微小で土壌に生息し確認

が困難で、連作や有機質投入等により増殖しやすい土壌となっているため薬剤効果も低い。

本研究では土作り技術を害虫面から見直し、コナダニを抑え天敵を増やす有機質資材管理技

術、被害予測可能なトラップ、天敵と併用しうる防除技術など、環境保全型農業と両立する

生物的相互関係を活用した新管理体系の確立を図る。

②試験方法

ａ．圃場におけるトゲダニ類の発生生態とコナダニ抑制能力の解明

ａ）埋め込み試験：密度抑制に大きく関わる有機質資材やトゲダニ種をリストアップ

ｂ）コナダニ抑制効果検証：圃場レベルで有望有機質資材を施用し効果を実証

b．化学的防除の土着天敵相に対する影響の評価

ａ）土壌施用剤の土中トゲダニに対する影響を圃場レベルで調査

ｂ）散布剤の土中トゲダニに対する影響を圃場レベルで調査
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３．産学官連携経営革新技術普及強化促進事業

１）ポリポットを利用した高糖度トマト栽培技術の定着と普及 <653321>

(1)ポリポットを利用した高糖度トマト栽培技術の実証および普及

（平成22-23年､有限会社東川農業振興公社、上川農業改良普及センター大雪支所、上川農業

試験場）

①試験目的

上川農試が開発したポリポットを利用した高糖度トマト栽培技術を現地において実証する

とともに長期どり作型への応用を検討する。

②試験方法

ａ．水稲育苗後ハウスにおける実証（東川町）

水稲育苗後の空きハウスにおいて本技術を実証し、収量、品質、栽培管理上の問題点等

を検証する。

ｂ．長期どり作型への応用実証（東川町）

（ 、 ） 、通常の大玉トマト長期どり作型 4月下旬定植 10月中旬まで収穫 に本技術を導入し

収量、品質、栽培管理上の問題点等を検証する。

(2)高糖度トマト栽培に適した大玉トマト品種の選定

（平成22-23年､拓殖大学北海道短期大学、上川農業試験場）

①試験目的

夏秋栽培向け大玉トマト品種に対しポリポットを利用した高糖度トマト栽培技術を実施

し、本栽培に適した品種について検討する。

②試験方法

夏秋栽培向け大玉トマトのうち、糖度が高い良食味品種（5品種、対照桃太郎ファイト）

および中玉トマト（1品種 、ミニトマト（1品種）をポリポットを用いて栽培し、収量、）

品質などへの影響を調査し、本栽培技術に適した品種を選定する。

(3)高糖度トマト栽培に適した育苗管理技術および栽培技術の改良

①試験目的

従来の大玉トマト育苗と生育を抑制管理した育苗を行い、高糖度トマト栽培に適した育苗

管理技術を検討する。また、従来の液肥とカルシウム含有率の高い液肥を用いて高糖度

トマト栽培を行い、高糖度トマト栽培で問題となる尻腐果発生抑制の効果について比較

検討する。

②試験方法

ａ．育苗試験

これまでの12cmポリポットと9cmにセル成型苗を移植、育苗し、大型ポット移植後の生

育、収量の比較を行う。また、移植15日後から0.1%の塩水処理を行い、水のみの管理

と比較検討する。

ｂ．液肥試験

これまで液肥はOKF3（N：P：K＝14：8：25）を使用してきた。しかし尻腐果防止のため

によりカルシウム含有量の多い液肥について検討し、本栽培法に適した液肥を探索す

る。
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４．日本豆類基金協会

小豆におけるダイズシストセンチュウ抵抗性遺伝資源の探索 <692311>１）

（平成21-23年、生産環境Ｇ、十勝農試と分担)

①試験目的

小豆のダイズシストセンチュウ抵抗性育種に利用可能な抵抗性遺伝資源の発見を目的と

し、小豆遺伝資源のスクリーニングを行うと同時に、ダイズシストセンチュウの寄生性と小

豆の抵抗性との関係、ダイズシストセンチュウの新たな寄生性を有する個体群の実態を明ら

かにする。

②試験方法

ａ．ダイズシストセンチュウに抵抗性を示す小豆遺伝資源の探索（十勝農試）

ａ）供試点数：500点

ｂ）調査方法：ダイズシストセンチュウ激発圃場に栽培し、播種約60日後に根部のシスト

着生数を目視観察により調査。

ｃ）試験区設計：1区6個体 反復なし

ｂ．シスト着生が少ない遺伝資源の抵抗性評価

ａ）供試遺伝資源：aで選抜された遺伝資源40点および比較品種

ｂ）調査方法：セルトレイに小豆を播種し、レース３および１のダイズシストセンチュウ

孵化幼虫を接種し雌成虫数により抵抗性を評価。抵抗性遺伝資源候補2点

について小豆栽培前後の土壌中の密度変化を調査。

ｃ．新たな寄生性を有するダイズシストセンチュウ個体群の実体解明

a）ダイズシストセンチュウ抵抗性極強大豆品種「スズヒメ」に寄生性を示す個体群の分

布状況を調査。また、大豆品種に対する寄生性が異なるダイズシストセンチュウの小豆

に対する寄生性について検討。

２）複数病害に対して持続的に抵抗性を示す小豆品種の開発強化 <692391>

（平成19-22年、地域技術Ｇ、十勝農試と分担）(1)茎疫病圃場抵抗性を持つ複合抵抗性系統の選抜

①試験目的

落葉病抵抗性と茎疫病圃場抵抗性を併せ持つ、病害複合抵抗性品種の育成を図る。

②試験方法

F ～F 集団選抜：９組合せ９集団、F 以降系統検定：比較品種含め581品種系統３ 4 5

湛水処理により茎疫病の発病を助長する。

(2)茎疫病圃場抵抗性の効率的選抜・検定手法の確立

（平成19-22年、生産環境Ｇ、地域技術Ｇと分担）

①試験目的

アズキ茎疫病抵抗性選抜に最適な検定条件および発病調査時期を検証し、圃場抵抗性評

価のための基準品種を選定し、圃場での効率的な選抜・検定手法を確立する。

②試験方法

ａ．圃場抵抗性評価のための基準品種（弱～強）の選定

ａ）試験場所：茎疫病激発圃場（地域技術Ｇ）

ｂ）湛水処理時間：開花期間前半頃（ エリモショウズ」を基準として 、16時間「 ）
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ｃ）試験規模：２本立５株（株間20㎝×畦幅60㎝ 、4反復）

ｄ）比較品種： エリモショウズ 「しゅまり 「十育150号」「 」、 」、

ｅ）供試品種（基準品種候補 ： Acc1398 「0432-4-4-2」等 遺伝資源16点） 「 」、

ｆ）調査時期：湛水処理10日後より随時調査

ｇ）調査項目：発病株率、発病度

(平成21-23年、生産環境Ｇ)３）アズキ茎腐細菌病の防除対策 <696211>

①試験目的

アズキ茎腐細菌病の被害実態および発生生態を明らかにし、種子生産圃場における本病の

防除対策を検討するとともに、種子からの病原細菌の検出法を開発する。

②試験方法

ａ．種子におけるアズキ茎腐細菌病菌検出法の開発

ａ）増菌法の検討：培地の検討

ｂ）識別・検出能の検討

・アズキ茎腐細菌病菌の検出能

・アズキ茎腐細菌病菌とアズキ褐斑細菌病菌の識別

・インゲンかさ枯病菌およびダイズ斑点細菌病菌ほかPseudomonas属植物病原細菌との反

応比較

・病原細菌接種種子からの検出

・発生圃場産種子からの病原細菌検出

ｂ．アズキ茎腐細菌病の発生生態の解明

ａ）圃場内における発生消長

・発病圃場産の種子を用いて発生推移を観察する。

・健全種子由来の株が立毛する圃場内に発病個体を移植し、発病の推移を観察する。

ｃ．アズキ茎腐細菌病による小豆の被害解析

ａ）発病時期が小豆の生育および収量に与える影響

ｂ）発病程度が小豆の生育および収量に与える影響

ｄ．アズキ茎腐細菌病に対する防除対策の検討

ａ）茎葉散布剤の効果比較

ｂ）種子粉衣剤の効果

５．園芸振興松島財団

１）土着天敵を活用したホウレンソウケナガコナダニの密度抑制技術の開発 <696321>

（平成22年、生産環境Ｇ（病虫 ））

①試験目的

ほうれんそう栽培では、ホウレンソウケナガコナダニ（以下コナダニと略す）による縮葉

や芯止まり等の被害が全国的に発生し、安定生産の重大な障害となっている。土壌中のコナ

ダニ密度を持続的に抑制する手段として、生物間の捕食-被食の相互作用を利用した天敵生

物の導入が挙げられる。コナダニに対しては外来天敵ククメリスカブリダニが農薬登録され
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ているが、土壌への定着性が低く効果が不安定である。本研究では定着性の問題を解決する

ため土着天敵に着目した。なかでも多様な種を含むトゲダニ亜目について、コナダニ補食種

の解明と、その捕食能力を評価し、新たな生物農薬として実用化可能な有望種を選抜すると

ともに、コナダニを持続的に低密度で管理する手法を開発し、ほうれんそう生産の安定化を

図ることを目的とする。

②試験方法

ａ．土着トゲダニの採集および捕食種のスクリーニング

ａ）土壌中ファウナの解明：現地圃場の土壌を採取、トゲダニの分布・構成を調査

ｂ）スクリーニング：採取土壌に餌生物を添加し捕食種を絞り込む

c）土壌以外からの探索：おもにワラ・モミガラなどの堆肥場

b．コナダニ密度抑制能力評価および有望種選定

ａ）個体群形成：種別に飼育法を確立する

ｂ）捕食量調査：試験管内およびモデル土壌での能力確認

c）有望種を用いた圃場試験：大量培養したトゲダニを放飼し、定着性、コナダニ抑制力

を調査

Ⅵ 民間受託試験

1．水稲育種

１）多様なニーズに対応する米品種並びに栽培技術早期確立（第２期） <721111>

（平成21－25年、水稲Ｇ、環境Ｇ、中央農試と分担）

(1)特Aブランド米品種並びに栽培技術の早期開発

(平成21－25年 水稲Ｇ 中央農試と共同)ア 特Aブランド米品種の育種促進． 、 、

①試験目的

初期世代の選抜強化と食味向上・耐冷性に関する新たな選抜技術の開発と活用により特A米

産地形成のできる府県の「コシヒカリ」並みの低タンパクな極良食味品種の開発を促進する。

②試験方法

a 特A米系統の育種促進

(a)葯培養による特A米育種促進（上川農試 水稲Ｇ）

低タンパク系統等を材料にした交配F1の葯培養を実施し、A1養成し次年度A2を養成する。

・葯培養実施組合せ数：4組合せ程度

・葯置床数：8万、移植カルス数：3万、移植再分化個体数：6,000

(b)特A米系統の選抜強化（上川農試 水稲Ｇ）

低タンパクおよび低アミロース米系統の選抜強化するために初期世代の個体選抜された材料

のタンパク質およびアミロース含有率を調査する。

年間：それぞれ2000個体程度

(c)特 ブランド米育成のための食味関連形質 マーカーの利用と選抜強化A DNA

国宝ローズ由来とされる低アミロース因子に連鎖する マーカーを利用し、良食味品種DNA

・系統の遺伝子型を調査し、育成系統の選抜に利用する。また、既報の国宝ローズ由来以外

の食味関連形質 マーカーについて、有効性と選抜への利用を行う。DNA
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・供試材料：生産力予備試験19組合わせ、114系統、系統選抜326系統

・調査項目： マーカー検定（中央農試 生工Ｇ）DNA

アミロース含有率、蛋白質含有率の測定（上川農試）

ｂ 特Aブランド米の安定性強化（平成21～25年）

変異を利用した品質変動の少ない特A米育種素材の作出と選抜

(a)変異体の作出（中央農試 生工Ｇ）

組織培養により培養変異体を作出する

・材料として「上育455号（759系統 「上系06007（241系統 」を供試する。）」 ）

(b)食味関連形質に関する変異個体の選抜、系統養成

得られた変異個体を圃場にて栽培し、食味関連形質を理化学分析する。タンパク質含有率が

原品種よりも１％以下低下している個体を重点的に選抜する。また、有用アミロース含有率

変異個体についても活用する。また、圃場における選抜方法についても検討する。

・ガンマー線照射後代系統20系統程度

(平成21－25年 水稲Ｇ 生産境科Ｇ 中央農試と共同)イ 特Aブランド米品質検定． 、 、 、

①試験目的

オートアナライザー、近赤外分析機器を用いない簡易・微量で高能率なアミロース含有率お

よびタンパク質含有率測定システムを確立することにより初期世代における選抜検定の大幅省

力・効率化を図る。また、食味に関する品質検定を行う。

②試験方法

ａ 初期世代における高能率品質選抜システムの開発

(a)マイクロプレートスケールでのアミロースおよびタンパク質含有率測定法の開発

・マイクロスケールに対応した微量硫酸分解システムの開発

・多波長プレートリーダーによるアミロース含量推定法の検討

・ヨウ素反応プロトコルの作成、多波長データを用いたアミロース推定式の作成

(b)初期育成材料に対する品質選抜検定導入効果の検証

上記測定法の初期世代選抜への応用方法を検討するとともに、その選抜導入効果の検証を図

るために従来の育種システムに活用し、アミロース含有率の分離を判定するための粒数および

方法を検討する。

・初期世代100点程度。

ｂ 育成系統特A米品質検定（平成21～25年）

(a)育成系統の食味に関する品質検定

試験項目：テクスチャーアナライザーによる検定

炊飯米外観自動測定装置による検定

炊飯米老化性評価法（BAP法）による検定

検定材料：生予以降の200～300系統

(b) 低アミロース系統の食味関連形質の解析

低アミロース品種・系統を用い、炊飯時加水量を変えて炊飯特性を調査する。

試験項目：アミロース含有率、テクスチャー、老化性（BAP変法 、炊飯米外観、分析値）

供試材料：低アミロース系統および対照品種
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ウ 「ゆめぴりか」の地帯別ブランド産地育成指針の策定．

①試験目的

気象・土壌条件の異なる地域で実施される「ゆめぴりか」の栽培試験を広く調査し，実需機関

の販売戦略と協調した地帯別の食味・品質管理目標を設定する．また，アミロース含量の制御

や他の栽培特性上の短所を顕在化させないための，地帯別栽培技術指針を明らかにすることに

より「ゆめぴりか」のロット内・ロット間変異を減少させ，良食味ブランド産地育成に寄与す

る．

②調査方法

ａ 「ゆめぴりか」のアミロース含量変動要因解析

・場内栽培試験：株間・株内変異、生育期節との関係、不稔歩合との関係、水温との関係

、 、 （ ）・既往データの解析：奨決試験データ モニタリング定点 展示圃データ 気象との関係

ｂ 現地調査

・調査地点：奨決現地圃場等（道央、道北地域）

・調査項目：土壌分析，気象データ（地温・水温 ，生育・収量・養分吸収・品質・食味）

ｃ 玄米形質および食味特性からみた「ゆめぴりか」の適正アミロース・タンパク質含有率

の評価

(2)安定多収業務用・加工用米品種並びに栽培技術の早期開発

ア．病害虫抵抗性ランクに対する圃場レベルでの実用性評価

(平成21-25年、生産環境Ｇ、中央農試と分担)

①試験目的

既に開発された品種や系統を利用して、いもち病と割籾歩合（斑点米）の抵抗性ランクご

とに実圃場レベルでの抵抗性を評価し、ランクに応じた防除対応を設定し、病害虫抵抗性選

抜の効率化を図る。また、それにより今後新たに育成される有望品種については、特性とし

て位置づけられた病害虫抵抗性ランクに基づいた実圃場レベルでの防除対応がすでに確立し

ていることになるため、それら有望品種の速やかな普及と安定生産が可能となる。

②試験方法

a いもち病耐病性ランクに対する実用性評価

(a)いもち病無防除条件下での耐病性ランク別実用性評価

(b)いもち病防除下での耐病性ランク別実用性評価

b 斑点米抑制機作解明

(ａ）水田網枠カメムシ放虫試験

(ｂ）イネポットカメムシ放虫試験

ｃ割籾歩合ランクに対する実用性評価

(ａ）カメムシ発生時期および密度調査

(ｂ）割籾歩合ランクの実用性評価

イ．酒造適性向上のための高品質酒米の安定生産技術

(平成21－23年、生産環境Ｇ、中央農試と共同)

①試験目的

酒米の目標品質であるタンパク質(搗精歩合70%時 6 %未満、搗精歩合90%時 6.8 %未 満)と

千粒重(吟風 24g 以上、彗星 25g 以上)に届かなかった事例を中心に、現場レベルでの品質
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低下要因の解析と課題の整理を行い、産地内における品質平準化を目指す。

②調査方法

調査対象：北空知深川市管内の酒米生産農家約30戸

ａ．重要定点…過去３ヵ年の品質データおよび土壌分析値を勘案し 「吟風」8圃場・ 彗、 「

星」5圃場程度を抽出する。

調査項目：耕種概要聞き取り（移植日、苗の種類、施肥量・方法、深水管理の有無、出穂

期など 、土壌調査（簡易な断面調査、作土および心土の分析 、水稲生育調査（幼穂） ）

形成期、出穂期、成熟期 、収穫調査、産米品質（タンパク質含有率、千粒重、外観）

品質、格付けなど）

ｂ．一般定点…重要定点以外の圃場

調査項目：耕種概要聞き取り（移植日、苗の種類、施肥量・方法、深水管理の有無、出穂

、 ）、 （ ）、 （ 、 、期 収量など 水稲生育調査 成熟期のみ 産米品質 タンパク質含有率 千粒重

外観品質、格付けなど、サンプルは農協から提供）

２）加工適性の優れたもち米品種開発の選抜強化 <721191>

（平成19～23年度、水稲Ｇ、中央農試と分担）

（1）高品質もち米の開発

①試験目的

北海道もち米の安定供給、需要拡大を目的とし、加工適性、品質、耐冷性および耐病性等

を兼ね備えたもち米品種の開発を促進する。

②試験方法

a個体選抜、系統選抜等育成初・中期世代の選抜を強化する。

b.有望系統品種間の交配を行ったものについて、集団、個体選抜を行う。

系統選抜を行う。

生産力検定予備試験を実施し、収量性、耐病・耐冷性、品質等を評価する。

２．畑作試験

（平成20-22年、地域技術Ｇ、北見農試と分担）１）二条大麦の品種選定試験<722101>

(1)生産力検定試験

①試験目的

有望系統の生産力を検定し、優良品種決定の資とする

②試験方法

ａ．供試材料：4品種系統

ｂ．試験設計：1区9.6㎡、乱塊法4反復

(2)地域適応性検定試験

①試験目的

有望系統の各地での適応性を評価し、系統選抜の資とする。

②試験方法

ａ．供試材料：6品種系統
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ｂ．試験設計： １区7.2㎡、2反復

２）道産小麦の需要を拡大する品質向上・安定化技術の開発促進 <722121>

(1)雪腐褐色小粒菌核病抵抗性の検定強化

（平成22-24年、地域技術Ｇ、北見・中央農試と分担）

①試験目的

多雪地帯での秋まき小麦栽培安定化のため、育成系統の各種雪腐病抵抗性を検定する。

②試験方法

ａ．供試材料：

F3系統：8組合せ920系統及び比較品種

F4系統：73組合せ901系統及び比較品種

生産力検定予備試験供試初年目系統：289系統及び比較品種

生産力検定予備試験供試２年目以降系統等：94系統及び比較品種

ｂ．試験設計：1区0.3㎡、薄ばらまき、褐色小粒菌核病菌接種、雪腐病無防除

F3、F4系統は1区制、生予初年目系統が2反復、生予2年目以降系統は3反復。

(2)小麦の雪腐病に対する早期薬剤散布による効率的な防除法の確立

（平成22～24年、生産環境Ｇ、十勝、中央、北見農試と共同）

①試験目的

根雪の30～40日前の散布によっても防除効果が安定する早期薬剤散布技術の確立をめざ

し、茎葉散布の重要度が高い4種の雪腐病（雪腐黒色小粒菌核病、雪腐褐色小粒菌核病、雪

腐大粒菌核病および褐色雪腐病）について、早期薬剤散布の防除効果の検証と不安定要因の

解析を行い、さらに効果を安定させるための対策技術の検討を行う。

②試験方法

ａ．雪腐褐色小粒菌核病を対象に早期薬剤散布の有効性を検討

ａ）薬剤の評価

ｂ）雨よけ処理による根雪前降水量調節による影響調査

(3)道央・道北地域における秋まき小麦の窒素施肥技術の総合化

（平成22-24年、生産環境Ｇ、地域技術Ｇ、中央農試と分担）

①試験目的 道北地域で子実収量600kg/10a(粗子実重)、子実蛋白質含有率9.7～11.3%を目標

とする生育モデルの提示、収量水準にかかわらず蛋白質含有率を基準値内に収めるた

めの生育状況に応じた窒素施肥法の確立および道北地域への生育・土壌診断技術の適

応性について検討を行う。

②試験方法

供試圃場：直轄試験圃場；上川農試、士別市、富良野市

普及センター圃場；富良野市、中富良野町、美瑛町、旭川市、鷹栖町、士別市

播種期：直轄圃場：上川農試（9/17、25 、士別市（9/21 、富良野市（9/22 、） ） ）

普及センター圃場：富良野市1カ所（9/14 、中富良野町（9/19 、美瑛町3カ所（9/） ）

、旭川市（9/21 、鷹栖町（9/19 、士別市3カ所（9/21～9/23）） ） ）

追肥処理（窒素追肥量(kg/10a)：

起生期－幼形期－止葉期：上川農試 0-0-0、6-0-4、6-4-4、6-4-6、8-4-4、8-4-6
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直轄圃場（士別市、富良野市）0-0-0、6-4-4、6-4-6

普及センター圃場 旭川市0-0-0、6-4-4、6-4-6

富良野市、美瑛町、鷹栖町、士別市 0-0-0、6-4-6

調査内容：播種前、起生期、成熟期の土壌分析（熱水抽出性窒素、硝酸態窒素、腐埴含量

等 。越冬前、起生期、幼形期、止葉期、成熟期の生育調査(草丈・稈長・穂）

長、茎数・穂数、葉色値）および窒素吸収量調査。収量・タンパク質含有率

等の品質調査等。

３）春まき小麦の品種選定試験 <722181>

（平成18-22年、地域技術Ｇ、北見・中央農試と分担）

①試験目的

ホクレンで育成された系統について北海道春まき小麦栽培地帯での適応性を評価するとと

もに、優良品種決定の資とする。

②試験方法

ａ．供試材料：4系統および品種

ｂ．試験設計：上川農試：1区9.6㎡、乱塊法4反復

４）ばれいしょ輸入品種等選定試験 <722481>

（平成18-22年、地域技術Ｇ、十勝、北見、中央、道南農試と分担）

①試験目的

ばれいしょの輸入品種および系統の特性、地域適応性を検定する。

②試験方法

ａ．場内試験：3系統および2品種を供試、1区9㎡、乱塊法3反復

ｂ．現地試験：富良野市および美深町、1品種を供試、1区12㎡、乱塊法2反復

（ 、 ）５ てん菜輸入品種検定試験 現地試験 <722511>） （ ） 平成9年-継続 地域技術Ｇ

①試験目的

てん菜の輸入品種の地域適応性を検定し、奨励品種決定の資とする。

②試験方法

ａ．供試材料：4検定品種および2品種

ｂ．試験設計：美瑛町で実施。1区13.2㎡、乱塊法3反復

３．園芸試験

１）ブロッコリー、ほうれんそうの品種特性 <723311>

(平成21-22年、地域技術Ｇ、道南農試と分担)

①試験目的

民間育成品種について品種特性を調査し、産地における品種選定の資料とする。

②試験方法

ａ．供試材料：ほうれんそう 10～20品種

ｂ．試験設計：雨よけハウス栽培、作型（播種期 6月上旬、8月上旬 、乱塊法3反復）
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４．畜産試験

１）飼料作物品種比較試験（サイレージ用とうもろこし） <724100>

（昭和55年-継続、地域技術Ｇ）

①試験目的

輸入された外国品種の適応性を検定する。

②試験方法

場内試験：11品種系統を供試、1区9.6㎡、乱塊法3反復

５．農業環境試験

１）寒冷地湛水土壌中における有機質肥料の肥効パターンの解明 <725121>

（平成22-23年、生産環境Ｇ）

①試験目的

寒冷地水田における各種有機質肥料の窒素無機化特性を明らかにし、気象条件に適した有

機質肥料の選択指標の資とする。

②試験方法

培養試験a.

上川農試水田土壌（礫質褐色低地土）a)供試土壌：

Ａ. 塩加燐安444 N14% Ｂ. マイフィッシュ N7%,主原料：魚粕 Ｃ.b)供試肥料： 「 」（ ）， 「 」（ ），

「有機ペレット885 （N8%,主原料：フェザーミール ，Ｄ.「有機ペレット605 （N6%,主原料」 ） 」

：大豆粕 ，Ｅ.「発酵鶏糞（ペレット （富士見工業,N4.9%）） ）」

施肥6区（上記肥料+無施肥）×培養日数8区（1,3,7,15,30,60,120日）c)試験区構成：

d)培養条件：培養ビンに乾土20gと各肥料窒素10mg相当を添加，湛水状態，20℃または30℃

e)調査項目：無機態窒素量の推移

b.ポット試験

a)上川農試水田圃場（礫質褐色低地土）

b)供試作物・品種名：水稲「ななつぼし」,成苗ポット苗

d)試験区構成：施肥5区（試験１から選定）×温度2区（常温・低温）×栽植有無2区

e)試験規模：圃場に塩ビ円筒（内径40cm、高さ20cm）を代かき後に設置，各肥料を窒素10

g/㎡相当を混和，円筒内3株植え，5反復，低温処理は用水かけ流しによる。

<729400>６．農業資材試験

（昭和45年-継続､生産環境Ｇ､中央・道南・十勝・北見農試・花野菜セと分担）１）殺菌剤・殺虫剤

①試験目的

新農薬による農作物病害虫に対する防除効果および薬害の有無を検討し、その実用化を図

る。

②試験方法

ａ．試験条件：農試圃場・ハウスおよび現地農家圃場

ｂ．区制：１区10-270㎡、1-3反復

ｃ．耕種概要：農試及び現地農家の一般栽培品種を供試し、管理も慣行法に準ずる

ｄ．対象病害虫

ａ）水稲のいもち病、イネドロオイムシに対する防除効果および実用性の検討
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ｂ）小麦の眼紋病に対する防除効果および実用性の検討

ｃ）大豆のダイズシストセンチュウに対する防除効果および実用性の検討

ｄ）アズキの茎疫病に対する防除効果および実用性の検討

ｅ）ホウレンソウのホウレンソウケナガコナダニに対する防除効果および実用性の検討

２）除草剤・生育調節剤および生育促進剤

（昭和45年-継続、生産環境G）(1)水稲除草剤・生育調節剤の実用化試験

①試験目的

水稲用新除草剤および生育調節剤の実用性を検討する。

②試験方法

ａ．供試薬剤：除草剤38点、生育調節剤1点

ｂ．試験区分：移植栽培（一発処理、体系処理、特殊雑草）直播栽培

ｃ．栽培方法：稚苗機械移植、条密播き湛水直播

ｄ．供試面積：普通枠１区3㎡、2反復（ジャンボ剤は１区14.2㎡）

（昭和45年-継続、地域技術Ｇ）(2)畑作物除草剤・生育調節剤の実用化試験

①試験目的

新除草剤・生育調節剤の畑作物に対する実用性を検討する。

②試験方法

ａ．供試作物：春まき小麦

ｂ．供試薬剤：カルタイムフロアブル（生育調節剤）

ｃ．試験設計：１区7.2㎡、３反復

（平成22-23年、地域技術Ｇ）(3)新農薬資材の実用化試験

①試験目的

新除草剤の園芸作物（キャベツ、ハクサイ）対する実用性を検討する。

②試験方法

ａ．供試作物：キャベツ、ハクサイ

ｂ．供試薬剤：ポルトフロアブル

ｃ．試験設計：1区7.2㎡（キャベツ 、1区9.0㎡（ハクサイ 、3反復） ）

３)肥料および土壌改良材

（ ）昭和45年-継続､栽培環境科､中央・道南・十勝・根釧・北見農試・花野菜技術センターと分担

①試験目的

新たに開発された肥料および土壌改良材の作物生育に対する肥効、ならびに土壌改良効果を

査定し、あわせてそれらの特性を明らかにする。

②試験方法

各種肥料、土壌改良資材を実際の水田、畑、苗床、土壌等に施用するとともに、作物・土壌につ

いて理化学分析を実施する

③供試肥料及び土壌改良資材名

ａ．米ベスト（供試作物：水稲）

ｂ．スーパーユーキ９３１（供試作物：水稲）
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第５ 技術体系化試験と地域農業技術支援会議の取組課題

１ 技術体系化試験

、 、地域の技術的課題を解決するため 研究部内に構成した技術体系化チームが上川総合振興局

留萌振興局及び農業改良普及センターと連携し、実証試験を行う。本年度は次の２課題につい

て体系的な試験研究を展開するとともに、 技術の総合化と普及定着を推進する。

(1) 革新的技術導入による地域支援②上川・留萌（上川・留萌地域における秋まき小麦の新

ランク区分に対応した高品質・多収量栽培法の実証と普及）

(2) 高度クリーン農業技術の開発①－現地実証－

２ 地域農業技術支援会議への参画と取組課題

上川総合振興局、留萌振興局が主催する地域農業技術支援会議の運営に普及センターととも

にその構成員として参画する。昨年に引き続き上川、留萌管内の研究ニ－ズの収集と精査を行

い、それらの課題について場内各グループの協力を得ながら対応する。また畜産の課題につい

ては、天北支場に依頼し解決を図る。支援にあたっては市町村やＪＡ等の地域関係者と問題意

識を共有し、役割分担を明らかにしつつ速やかな解決に向けた取り組みを行う。

(1) 上川地域農業技術支援会議

①青ネギのビニールハウス栽培における葉先枯れ対策（下川町、JA北はるか）

②水田における有機質肥料の秋施用の効果について（美深町、JA北はるか）

③「士別放牧酪農研究会」に対する技術支援（JA北ひびき）

３ 道北地域農業技術センター連絡協議会（道北ＮＡＴＥＣ）

事務局として各センターとの調整を図り、情報交換を目的に現地研究会や試験成績検討会

を開催する。
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天北支場

第１ 前年度をもって完了、またはその他の事由により中止した試験及び調査

一般試験

道北・草地酪農における放牧期とうもろこしサイレ ー ジ 給 与 技 術 の 実 証

（平成19年～21年、技術体系化チーム）

独法受託試験

放牧強度を用いたリードカナリーグラス主体放牧地の植生管理

（平成20年～22年、地域技術G（草地 ））

傾斜放牧地における泌乳牛のエネルギー要求量の査定

（平成19年～22年、地域技術G（草地 ））

第２ 本年度改訂する試験および調査

な し

第３ 本年度新規に実施する試験および調査

経常研究

集約放牧におけるペレニアルライグラス新品種「チニタ」を用いた兼用利用体系の確立

<214121> （平成22年～24年、 ）技術体系化チーム

機動的調査 <219921> （平成22年～26年、地域技術G）

経常（各部）研究

限界地帯におけるサイレージ用とうもろこし省力・安定栽培技術の実証 <314121>

(平成22年～24年、地域技術G（地域支援))

一般共同研究

草地更新工法の簡略化による資材節減技術の開発 <514121>

（平成22年～24年、地域技術G（環境 ））

公募型研究

天北地域における安定栽培地帯区分の策定と簡易・安定栽培技術の開発 <664121>

（平成22年～24年、地域技術G（地域支援 ））
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民間受託

ＮＣ－６２２液剤を用いたリードカナリーグラス駆除法の開発 <724122>

（平成22年～24年、地域技術G（地域支援 ））

草地整備改良工程短縮工法の実証試験 <724123>

（平成22年～23年、地域技術G（環境 ））

第４ 本年度実施する試験及び調査

Ⅰ 経常研究

１．畜産飼料作

１）天北地域における干ばつ被害予測を考慮した適正草種導入区分図による良質粗飼料生産 <214111>

(平成21年～23年、 ）技術体系化チーム

ア.試験目的

干ばつが頻発する天北地域において良質粗飼料の安定生産に寄与するために、干ばつ被害や各

草種の耐干性を明らかにし、気象と土壌に関する既往の成果と併せて各草種の地域に対応した栽

培適 性 を評 価 し 、 それ を 地 図 化し て 、 適 正な 栽 培 管 理や 土 作り 等の 改善 対 策と 組み 合わ

せて提示する。

イ.試験方法

(ア)牧草に対する干ばつ被害調査とその対策

天北管内の普及所による過去五年間の作況調査地点の土壌と作況調査の収量データを調査。

、 、 （ ）、また 上記で得られたデータと既存の知見を基に 中辻らが開発した乾物生産モデル 2002

ＧＩＳを用いて圃場・地域・土壌単位での被害予測を行う。

(イ)耐干性の草種間差違の解明

（ 、 、 、 ）イネ科４草種 ペレニアルライグラス オーチャードグラス チモシー スムーズブロムグラス

の耐干性を雑草との競合性を含めて検討する。

(ウ)適正草種導入区分図の作成と導入効果

既往の良質粗飼料栽培技術を実施した草地と農家慣例の栽培をおこなった草地を比較する。

２）集約放牧におけるペレニアルライグラス新品種「チニタ」を用いた兼用利用体系の確立 <214121>

（平成22年～24年、 ）技術体系化チーム

ア.試験目的

ペレニアルライグラス兼用新品種「チニタ」の活用法の確立を目的とし、秋の放牧期間の延長

において、安定した牧草生産を行うための放牧方法や施肥法を明らかにする。また、ペレニア

ル ライ グ ラス サイ レ ージ 給与 時に お ける 産乳 効果 を実 証し、 放牧草 を安定 的に給 与する

ために必要な草地面積を明示した経営モデルを提示する。

イ.試験方法

(ア)終牧時期の延長が植生に及ぼす影響

、 、 。終牧時期の延長に対し 秋以降の休牧日数の違いが茎数 草種構成に及ぼす影響を調査する

(イ)窒素施肥配分および施肥量（模擬放牧）
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マメ科率15％未満の単播草地における窒素の施肥配分および施肥量を検討する。

(ウ）現地農家におけるペレニアルライグラスサイレージ給与の産乳効果

現地酪農家において、舎飼期および放牧期に、ペレニアルライグラスサイレージを 給 与

し 、 慣 行 サ イ レ ー ジ （ 他 草 種 ） 給 与 時 の 乳 量 と 比 較 す る 。

２．環境保全・安全

１）環境保全型有機質資源施用基準の設定調査 <215500>

（平成10年～ 地域技術G（環境 ）、 ）

ア.調査目的

農業基盤である土壌環境について動的変化を総合的に把握し、適切な管理対策の資料とする。

イ.調査方法

地域・地目・土壌統群を考慮して定点を設定し、土壌管理実態、土壌断面形態の変化並びに土

壌理化学性の変化を追跡調査する（H22年度：中頓別4地点、枝幸12地点 。）

３．機動的調査

（平成22年～26年、地域技術G）１）機動的調査<219921>

ア.試験目的

地域農業技術支援会議に お け る プ ロ ジ ェ ク ト 活 動や 、 各 場 の 担 当 管 内 で 生 じ た 緊 急 的 ・

突発的な技術的課題の解決に向けた現地調査等を行う。

Ⅱ 経常(各部)研究

１．奨励品種決定基本調査

（昭和59年～継続、地域技術G（草地 ）１）とうもろこし <313240> ）

ア.試験目的

国公立の育種場所で育成された系統について、その特性および生産力を検討し、道北地域にお

ける適応性を明らかにする。

イ.試験方法

(ア)供試材料：1系統

(イ)１区面積12㎡、乱塊法 3反復

２．地域農業技術支援事業

１）限界地帯におけるサイレージ用とうもろこし省力・安定栽培技術の実証 <314121>

（平成22年～24年、技術体系化チーム）

ア.試験目的

サイレージ用とうもろこしの狭畦栽培等の安定栽培技術について、現地実証活動を行い短期で

の実用化を図る。

イ.試験方法

(ア)狭畦栽培法に関する実証試験

栽植法（狭畦、慣行 、施肥法（全層、側条 、浜頓別1集団） ）

(イ)省力・安定栽培技術の実証
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施肥水準 3水準、 浜頓別1集団

３．畜産振興課事業

1）道東・道北におけるイタリアンライグラスを利用した無除草剤草地更新技術の体系化 <341311>

（平成21年～23年、地域技術G（環境 ））

ア.試験目的

｢飼料自給率向上モデル事業｣の一環として、泥炭地においてイタリアンライグラスを利用した無除

草剤草地更新技術について検討し、体系化を図る。

イ.試験方法

(ア) 道北におけるイタリアンライグラスによる無除草剤草地更新技術の導入と簡易化

泥炭地における更新草種としてペレニアルライグラスを用い、イタリアンライグラス栽培年

数の短縮を検討する。

(イ) 現地実証

道北地域におけるイタリアンライグラス栽培による無除草剤草地更新技術を実証する。

Ⅲ 道受託研究

１．農村基盤関係課事業

（ ））１ 農業農村整備事業等に係る土壌調査 <451100>） (昭和40年～ 地域技術G 環境、

ア.試験目的

道営土地改良事業計画に基づく土壌調査を実施し、事業計画立案の資とする。

イ.調査方法

土壌断面調査および土壌分析を行い、対象地区における土地改良（炭カル・熔燐）対策の土

壌調査報告書を作成し、担当振興局に提出する（H22年度：苫前町、豊富町）

２）モデルほ場の土壌環境調査及び地域版かん水マニュアル策定支援

（平成18年～22年、地域技術G（環境 ））

ア.調査目的

国営かんがい排水事業雄武中央地区により畑地かんがい施設が整備されたため、地域に適合し

たこれらの技術確立、円滑な末端施設整備の推進および啓発普及をする。

イ.調査地区：雄武地区（雄武町）

ウ.調査項目：土壌断面

Ⅳ 一般共同研究

１．畜産飼料作

１）草地更新工法の簡略化による資材節減技術の開発<514121>

（平成22年～24年、地域技術G（環境 ））

ア.試験目的

表層撹拌法による簡易更新で草地更新時の工法を簡略化するとともに、草地表層の蓄積養分を

有効活用することにより、施工コストの低い草地更新技術を開発する。
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イ.試験方法

(ア)土壌蓄積養分に対応した播種時施肥量の設定

供試圃場（灰色台地土、褐色森林土）を用いて、更新方法（簡易、完全）と土壌の蓄積養分

量に対応した処理区を設定し、適正な簡易更新時の施肥量を明らかにする。

(イ)工法の簡略化が植生に及ぼす影響の検討

簡略化工法が播種当年から翌年のマメ科率に及ぼす影響をチモシー・シロクローバー混播条

件で検討する。

Ⅴ 公募型研究

１．指定試験事業

（昭和41年～ 、地域技術G（草地 ）１）牧草系統適応性検定試験 <124080> ）

ア. 試験目的

国公立の育種場所で育成された系統について、その特性および生産力を検討し、道北地域にお

ける適応性を明らかにする。

イ.試験方法

(ア)試験草種

a.アカクローバ （平成21～24年） ；2系統 （北農研センター育成）

b.アルファルファ（平成22～25年） ；2系統 （北農研センター育成）

c.ペレニアルライグラス（平成22～25年 ；2系統 （山梨酪試育成））

(イ)試験区：1区面積6㎡、乱塊法4反復

２．プロジェクト研究

１）天北地域における安定栽培地帯区分の策定と簡易・安定栽培技術の開発 <664121>

（平成22年～24年、地域技術G（地域支援 ））

ア.試験目的

天北地域における冷害 リ ス ク を 明 ら か に し た 安 定栽 培 マ ッ プに 必 要 な 基礎 デ ー タ を 整備

する。

また、根釧農試で開発された、早生品種を用いた狭畦栽培の当地域での適用条件をあきらかにす

るとともに、播種床造成法の簡略化を検討する。

イ.調査方法

(ア)栽培限界地帯の気象解析

温度データロガーを用いて、実証栽培地点の温度データを収集・解析

(イ)狭畦栽培の適用性評価

慣行畦間栽培と狭畦栽培の生産性を比較

(ウ)播種床造成法の簡略化の確立

不耕起播種機を用いて、播種床造成法の簡略化を検討

（平成20年～24年、地域技術G（環境 ）２）全国農地土壌炭素調査 <215501> ）

ア. 調査目的

農業分野における地球温暖化防止策の枠組み検討に向け、国内の農地土壌炭素の実態を明らか

にするため、全国規模の農地土壌の炭素等の調査を実施する。
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イ.調査方法

(ア)測定場所：土壌機能実態モニタリング調査（定点調査）の地点で行う。

(イ)測定項目：土壌C,N含量、仮比重、アンケート調査等

Ⅵ 民間受託試験

1．畜産飼料作

（昭和56年～継続、地域技術（草地 ）１）飼料作物品種比較試験 <724100> ）

(1)牧草類品種比較試験

ア.試験目的

海外導入品種および国内育成品種系統について、その特性および生産力を検討し、道北地域に

おける適応性を検定する。

イ.試験方法

(ア)試験草種

a.第２次イタリアンライグラス（平成20～22年 ；早～晩生6品種、極晩生1品種）

(イ)試験区：１区面積5.4㎡、乱塊法4反復。

(2)とうもろこし（サイレージ用）品種比較試験

ア.試験目的

海外導入品種および国内育成品種系統について、その特性および生産力を検討し、道北地域に

おける適応性を検定する。

イ.試験方法

(ア)供試材料：6品種系統

(イ)試験区：1区面積12㎡、乱塊法3反復

２）NC-６２２液剤を用いたリードカナリーグラス駆除法の開発 <724122 >

（平成22年～24年、地域技術G（地域支援)）

ア.試験目的

NC-622液剤を用いて、リードカナリーグラスに対して、耕起前の秋処理と翌春の播種前処理を

組み合わせた体系処理の効果を検討する。

イ.試験方法

(ア）試験区の配置など：乱塊法3反復、1区10㎡程度

３）草地整備改良工程短縮工法の実証試験 <724123>

（平成22年～23年、地域技術G（環境 ））

ア.試験目的

道北地方の土壌条件が異なる草地圃場で草地整備改良工程短縮工法の導入試験を行い、現地へ

の普及促進を図るための実証データを得る。

イ.試験方法

(ア)短縮工法の導入が土壌理化学性、収量、植生に及ぼす影響の検討

供試圃場：灰色台地土（雄武町３地点 、褐色森林土および褐色低地土（遠軽町２地点））

(イ)更新草地への短縮工法の導入評価
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上記(ア)のデータに作業時間や機械費等を加えて解析する。

２．農業資材試験

1) 新農業資材実用化試験（牧野草地除草剤実用化試験）<7929400>

（平成22年 、地域技術G（地域支援 ））

ア. 試験目的

牧野草地除草剤の殺草効果と播種牧草に対する薬害について検討し、実用化を計る。

イ. 試験方法

(ア)供試薬剤と対照雑草

NC-622、ZK-122 リードカナリーグラス

NC-622 倍量試験

(イ）試験区の配置など：乱塊法 3反復、1区10㎡程
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