
平成27年度（2015年度）

上川地域 農業新技術発表会
＊ 日時：平成28年2月23日（火曜日）13:00～15:35
＊ 場所：美瑛町町民センター（美瑛町寿町2丁目3）
＊ 主催：（地独）北海道立総合研究機構農業研究本部上川農業試験場
＊ 後援：北海道上川総合振興局

開 会 13:00

主催者挨拶 (地独)北海道立総合研究機構上川農業試験場 場長 田中英彦 様

来賓挨拶 美瑛町 副町長 塚田聡仁 様

☆新 技 術 発 表
１．移植も直播も多収！ 飼料用米「空育181号」

水稲グループ 研究職員 道満剛平

２．加工適正に優れた長たまねぎ「北見交65号」

地域技術グループ 研究主任 江原 清

３．病気に強く多収！ てんさい「KWS 2K314」

地域技術グループ 研究主任 井上哲也

４．直播たまねぎ収量安定化のために

地域技術グループ 主査(畑作園芸) 菅原章人

５．冬の管理が決め手てん菜の西部萎黄病対策

生産環境グループ 研究主幹 古川勝弘

休 憩 14:35～14:50

６．平成28年度に特に注意を要する病害虫

生産環境グループ 研究主任 藤根 統

☆農業改良普及センターの活動紹介
生食スイートコーンの栽培体系の確立に向けて

上川農業改良普及センター大雪支所 専門普及指導員

岡元克憲

閉 会 15:30

13:10～ -----1

13:25～ -----3

13:45～ -----5

14:00～ -----7

14:15～ -----9

14:50～ ----11

15:10～ ----13
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移植も直播でも多収！ 飼料用米「空育１８１号」 

道総研 農業研究本部 中央農業試験場 生産研究部 水田農業Ｇ 

 

１．はじめに 

北海道における水稲作付面積は、生産数量目標の

配分に伴い減少傾向にあります。また、人口の減少

から主食用米の作付けも減少が予想されています。

平成 30年以降、米の生産調整の手法が見直されるこ

とから、減少傾向を抑えるには北海道米の安定供給

や幅広いニーズへの対応とともに生産者の経営安定

につながる需給体制を確保する必要があります。 

農林水産省の食料・農業・農村基本計画（平成 27

年）及び JAグループ北海道の北海道水田農業ビジョ

ン（平成 26年）において、今後、飼料用米について

の生産努力目標や安定的な取り組みを構築すること

が示されています。飼料用米生産の推進により、輸

入穀物に依存してきた配合飼料原料の国内自給率向

上も期待できるため、国が様々な政策支援を進めて

おり、国からの交付金として最大で 10.5 万円/10a

の数量払いが導入されました。 

現在、北海道において飼料用米の優良品種はなく、

「たちじょうぶ」等の晩生多収品種の作付けや主食

用品種である｢ななつぼし｣等の多肥栽培による飼料

用米生産が行われています。しかし、晩生多収品種

は栽培適地が限られる一方、主食用品種は収量性が

不十分で、耐倒伏性や耐冷性、耐病性も十分とは言

えません。そのため、安定的に多収性を発揮できる、

農業特性の優れた新たな飼料用米専用品種の育成が

強く求められています。                                                   

２．育成経過 

「空育 181号」は平成 17年に北海道立中央農業試

験場（現 北海道立総合研究機構農業研究本部中央農

業試験場）において、耐冷・耐病・多収品種の育成

を目標に、多収系統「空育酒 170 号」（後の｢彗星｣）

を母、耐冷・良食味系統「北海 302号」（後の「ゆき

さやか」）を父として人工交配を行った雑種後代から

育成されました。 

３．特性の概要（「ななつぼし」と比較して） 

（１）形態的特性： 

本田の初期における茎数は並です。成熟期の稈長

および穂長は短く、穂数は少ないです。一穂籾数は

多く、草型は“偏穂数型”に属します。芒性は“稀・

短”です。割籾の発生は、“やや少”で少ないです（表

1、表 3）。 

（２）生態的特性： 

出穂期は“早生の晩”と早く、移植栽培に加えて

直播栽培も可能です。耐倒伏性は“やや強”で優れ

ます。穂ばらみ期耐冷性は“極強”で優れ、開花期

耐冷性は“やや強”で同程度です。葉いもち圃場抵

抗性は “強”、穂いもち圃場抵抗性は“やや強”で

優れます。収量は移植で「ななつぼし」と比べ約10％、

直播で「ほしまる」と比べ約 20％多いです(表 1、表

3)。 

４．普及態度 

飼料用米品種として普及させることで、飼料用米

の安定生産と所得向上が期待できます。また、北海

道における主食用米の需給改善、水田面積の維持、

および飼料自給率向上に貢献できます。 

(１） 普及見込み地帯： 

移植･･････オホーツク、上川、留萌、空知、石狩、

後志、胆振、日高、渡島、檜山、各総合振興局、振

興局管内 

直播･･････上川中南部(上川町、南富良野町、占冠

村を除く)、空知中北部（上砂川町、歌志内市を除く）、

空知南部(岩見沢市、三笠市、美唄市、月形町)、後

志、胆振西部（伊達市大滝を除く）､渡島､檜山、各

総合振興局、振興局管内およびこれに準ずる地帯 

(２）普及見込み面積：5,050ha 
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初期 出穂 成熟
茎数 期 期 稈長 穂長 穂数 一穂 籾数 収量 比率 収量 比率 千粒重
（本/㎡） （月．日） （月．日） （cm） （cm） （本/㎡） 籾数 （千粒/㎡） （㎏/a） （%） （㎏/a） （%） （g）

空育181号 393 7.24 9.09 67 16.3 592 58.7 34.3 71.0 109 68.2 112 25.1 2上
ななつぼし 398 7.27 9.12 74 16.8 624 56.2 34.8 65.0 100 61.1 100 22.2 1下

注）数値は普及見込み地帯における農試・現地試験結果の平均値（平成23～27年）、標肥、n=85（初期生育のみn=80）。比
率は「ななつぼし」を100としたときの値。

表1　「空育181号」の移植栽培における生育・収量

系統名
品種名

成熟期における 粗玄米 精玄米
玄米
等級

苗立 出穂 成熟
歩合 期 期 稈長 穂長 穂数 一穂 籾数 収量 比率 収量 比率 千粒重
（%） （月．日） （月．日） （cm） （cm） （本/㎡） 籾数 （千粒/㎡） （㎏/a） （%） （㎏/a） （%） （g）

空育181号 61.8 8.04 9.23 69 15.0 728 49.9 36.7 69.3 119 66.1 120 25.5 2上
ほしまる 64.2 8.02 9.19 68 15.6 776 38.5 30.1 58.4 100 55.1 100 24.7 2上
大地の星 62.5 8.03 9.21 74 14.9 738 45.5 33.9 61.8 106 58.9 107 25.2 2上

注）数値は普及見込み地帯における農試・現地試験結果の平均値（平成23～27年）、n=27。比率は「ほしまる」を100としたと
きの値。

系統名
品種名

表2　「空育181号」の直播栽培における生育・収量
成熟期における 粗玄米 精玄米

玄米
等級

低温
芒性 割籾 耐倒伏性 穂ばら 遺伝 葉い 穂い 苗立

み期 子型 もち もち 性
空育181号 稀・短 やや少 やや強 極強 やや強 Pia, Pik 強 やや強 弱
ななつぼし 少・短 やや多 やや弱 強 やや強 Pia, Pii やや弱 やや弱 －
ほしまる 極稀・極短 やや少 中～やや強 強 強 Pia, Pii やや弱 中 弱
大地の星 稀・短 やや少 中～やや強 極強 強 Pia, Pii, Pik 強 やや強 弱

表3　「空育181号」の特性

系統名
品種名

耐冷性 いもち病抵抗性

開花期

留萌 上川北部
110 110

空知中北部
110

空知南部 上川中南部
109 110

石狩
108

後志 胆振日高
114 114

渡島檜山
105

　図　「空育181号」の「ななつぼし」に対する
普及見込み地帯における粗玄米収量比率（移植）
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加工適正に優れた長球たまねぎ「北見交 65号」 

北見農業試験場 研究部 地域技術グループ 

株式会社 日本農林社 

 

１．背景と目的 

近年の生活スタイルの変化に伴い、たまねぎ消費

量の約 6 割を加工・業務用が占めるようになりまし

た。こうした加工・業務需要における輸入割合は約

4 割にもなり、加工・業務実需者の需要に対応した

供給体制の構築・強化が喫緊の課題となっていまし

た。こうした背景を受け、農林水産省は、輸入野菜

からのシェア奪還に向け、加工・業務用野菜への転

換を推進するため、平成 25年より加工・業務用野菜

生産基盤強化事業を創設しました。北海道でも、各

産地において本事業を活用した取り組みが進められ

ています。加工・業務用としてたまねぎに求められ

る特性は、用途により多様であるが、主には規格外

等を中心に低価格で取引されることが重視され、加

工・業務向けの特性に着目した品種育成は遅れてい

ました。そこで、①剥皮加工時の歩留まりの向上に

つながる長球形質であること、②ソテー等の加熱加

工において加熱時間の短縮につながる高い乾物率と

Brixであることを主な目標とし、(株)日本農林社と

共同で F1品種の育成に取り組みました。 

２．育成経過 

「北見交 65号」は、北見農試が育成した長球形質

を有する細胞質雄性不稔系統「KTM9843-02-01A」と

(株)日本農林社が育成した大球で長球形質を有する

花粉親系統「NO NC･S･C」との交配により得られた単

交配一代雑種です。平成 22 年に最初の交配を行い、

平成 24 年以降に北見農試において生産力検定試験、

平成 25 年以降に地域適応性検定試験を実施してき

ました。 

３. 特性の概要（「スーパー北もみじ」との比較） 

１）圃場生育時の草勢は同程度からやや優り、葉先

枯れはやや少なめです。また、生育盛期における

草丈は同程度からやや高く、生葉数および葉鞘径

は同程度です（データ略）。 

２）肥大期は同程度ですが、倒伏期は 7～9日遅く（表

1）、早晩性は「晩の晩」に相当します。 

３）年次や地域により抽台株の発生が認められ（表

1）、耐抽台性はやや劣ります。 

４）乾腐病抵抗性は同程度で（表 1）、その他病害の

発生程度も概ね同程度です（データ略）。 

５）総収量、平均一球重および加工用収量はやや優

るから優ります（表 1）。「カロエワン」と比べ、

平均一球重は同程度であり、総収量および加工用

収量は同程度からやや優ります。 

６）球品質は、硬さ、皮色および皮ムケは同程度で

あり、揃いはやや劣ります（データ略）。球形状は

地球型以上に縦長な長球です（図 1）。乾物率およ

び Brixは高いです（表 1）。「カロエワン」と比べ、

球形指数はやや高く、長球球数率は高いです。 

７）貯蔵性は同程度であり（表 1）、「カロエワン」

より高いです。 

８）「北もみじ 2000」と比べ、加工ラインによる剥

皮加工歩留まりは約 3％、加熱加工歩留まりは約

3％向上し、加熱加工時間は約 11％短縮します（表

2）。 

９）倒伏揃期から約 2 週間で根切りしても、収量性

を大きく損なうことはなく、乾物率等に大きな影

響を与えず、枯葉期の前進化に有効です（表 3）。 

４.普及態度 

晩生系統ですが、加工・業務実需者の需要に応え

る特性を多く併せ持っています。加工・業務向けの

生産・供給体制の構築に寄与することにより、輸入

たまねぎからのシェア奪還につながり、道産たまね

ぎの消費拡大に貢献することが期待されます。 

１）普及対象地域と見込面積：北海道のたまねぎ栽

培地帯 約 70ha 

２）栽培上の注意事項： 

（１）耐抽台性はやや劣るため、抽台の発生が懸念

される地域での栽培や早期定植は避けます。 

（２）収穫期の遅れが懸念される場合には、倒伏揃

期から約２週間で根切りを行うようにします。
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表 1 試験地における成績 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
注 1)北見農試（平成 24～27年）、花・野菜技術センター・現地（平成 25～27年）成績の平均を示す。 

注 2)清水・中野（1995）の方法による。「スーパー北もみじ」は検定上の強指標品種。nsは分散分析により有意性がないことを示す。 
注 3)総収量より「小球」、「分球(平成 24、25年)」、「過分球(著しい内・外分球、平成 26、27 年)」を除外したもの。 

注 4)縦径/横径×100。  注 5)長球球数率は、球形指数 110以上の割合を示す（観察による）。 

注 6) 平成 24～26年産について、10月下旬に北見農試冷蔵庫（1℃、湿度 60％）に貯蔵し、翌年 3月下旬に貯蔵後の状態を調査。 

 

表 2 加工適性評価（協力メーカー）         表 3 「北見交 65号」根切りによる影響 

 

 

 
                      
注)協力メーカーによる平成 25～27 年平均。 
  剥皮歩留りは、加工ラインによる天地カットと剥皮後の 

歩留り。加熱歩留りおよび加熱時間は、協力メーカー基 

準によるソテー加工後の歩留りと要した時間。     
注)倒伏期～揃期に強制倒伏させ、時期に応じて根切りしたもの。 

北見農試における平成 25,27 年平均（強制倒伏日：H25,8.16、 

H27,8.21）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 スーパー北もみじ    北見交 65号      カロエワン 
        

図 1 球の外観 

 

 

(%) (%) (分)

北見交65号 82.5 54.5 54

北もみじ2000 79.7 51.5 61

品種・
系統名

剥皮
歩留り

加熱
歩留り

加熱
時間

(月日) (kg/a） (g） (kg/a） (％） (％）

倒伏期～揃期 9/3 686 225 9.6 674 100 11.1

倒伏揃４日後 9/5 706 230 7.5 689 102 11.2

倒伏揃10日後 9/7 746 245 8.3 730 108 11.2

倒伏揃18日後 9/13 782 256 12.2 768 114 10.9

倒伏揃28日後 9/18 784 257 13.5 772 114 10.8

目標根切
処理期

枯葉
期

総
収量

平均
一球重

変形
率

(％）

同左
比

乾物
率

加工用
収量

(月日) (%) (kg/a) (kg/a) (g)

北見交65号 8.14 0.2 6.7 ns 788 768 145 255 115 62 11.6 11.1 91.8

ｽｰﾊﾟｰ北もみじ 8. 7 0.0 9.9 (強) 534 529 100 174 92 2 10.1 9.6 92.7

カロエワン 8. 9 0.2 － 744 681 129 241 111 39 10.3 9.9 61.7

北見交65号 8.14 0.0 － 841 841 107 276 116 62 10.9 10.2 93.9

ｽｰﾊﾟｰ北もみじ 8. 6 0.0 － 784 784 100 252 92 0 9.0 8.5 87.0

カロエワン 8. 8 0.0 － 768 764 97 269 111 41 9.4 8.9 45.7

北見交65号 8.14 0.7 － 693 684 113 249 111 55 11.1 10.6 96.2

ｽｰﾊﾟｰ北もみじ 8. 5 0.0 － 622 618 100 216 88 1 9.5 9.1 93.4

カロエワン 8. 7 0.5 － 698 659 106 249 106 33 9.9 9.5 70.8

現地
(8場所)

品種・
系統名

北見
農試

(育成場)

花野セ
(地適場)

(%)

抽台株
発生率

総
収量

同左
比

(%)

乾腐病
抵抗性
検定2)

場所

貯蔵6)

健全6)

球数率

(%) (%) (%)

平均
一球重

球形4)

指数4)

長球5)

球数率

内部品質(%)加工用
収量3)

倒伏
期

Brix
乾物
率
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病気に強く多収！てんさい「KWS 2K314」 

（地独）道総研 北見農試 研究部 地域技術グループ 

十勝農試 研究部 地域技術グループ 

中央農試 作物開発部 作物グループ 

上川農試 研究部 地域技術グループ 

（独）農研機構 北農研畑作基盤研究領域 

（一社）北海道てん菜協会 

１．背景 

 平成 19年に優良品種に認定された「かちまる」は、

多収であるため、主力品種の一つとして広く作付け

されてきました。しかし、重要病害であるそう根病

に抵抗性を持たず、褐斑病抵抗性も弱い等、耐病性

に弱点があります。 

 そう根病は土壌伝染性の病害で、一度圃場が汚染

されると、減収をまねき、化学的防除も困難である

ため、大きな問題となってきました。そのため唯一

の対策である抵抗性が必須となっています。 

 褐斑病は、近年の温暖化傾向のため、特に平成 22

年から 24年には激発し、この間の根中糖分の著しい

低下の一因となりました。「かちまる」は褐斑病抵抗

性が“弱”であり、平常年でも発病しやすいので、

抵抗性の向上が切望されてきています。  

  これらの背景から試験を行ってきた「KWS 2K314」

は「かちまる」と比較して、そう根病および褐斑病

抵抗性が“強”まで向上し、根腐病抵抗性が“中”

でやや優り、黒根病抵抗性も“やや強”で、病害抵

抗性が大きく優れます。また、収量面においても根

重がやや重い長所があります。さらに、製糖品質面

でもやや優ります。 

 以上のことから、「KWS 2K314」を「かちまる」に

置き換えて普及させることで、てんさい生産と農家

所得の安定に寄与できると考えています。 

２．育成経過 

 ドイツの KWS種子会社が育成し、平成 24年に日本

甜菜製糖株式会社が輸入しました。平成 25年から道

総研（北見農試、十勝農試、中央農試、上川農試）、

北農研、北海道てん菜協会（ホクレン、北海道糖業、

日本甜菜製糖）で各種試験を実施し、平成 28年に北

海道の優良品種に認定されました。 

３．特性概要 

１）収量性 

  研究機関で行われた全道平均では、根重が対

照品種「かちまる」よりやや重い傾向にありまし

た。また美瑛町の現地試験平均では、地区比較品

種「ゆきまる」より根重が重く糖量が多い傾向で

した。（表 1） 

２）病害抵抗性 

 「かちまる」と比較して、褐斑病抵抗性は“弱”

に対して“強”、そう根病抵抗性は“無”に対し

て“強”、根腐病抵抗性は “やや弱”に対して“中”、

黒根病は “やや強”と同様です。全体的に「か

ちまる」より病害抵抗性は大きく優ります。抽苔

耐性は“強”です。（表 2） 

 褐斑病慣行防除圃場で調査した褐斑病発病程

度（表 3）は、「かちまる」の罹病がかなり進ん

だ調査場所でも低く抑えられました。このように、

一般的な防除条件下においても、抵抗性の効果が

明瞭に観察されました。 

３）製糖品質 

 全道平均で不純物価が「かちまる」と比較して

15％低く、製糖品質がやや優れます（表 4）。 

４）形態 

 「かちまる」と比較して、草姿は“やや開平に

対して“直立”、草長は“中”対して“長”です。

根形は “やや短円錐”と同様、根周は “やや大”

に対して“大”です。 

４．普及態度 

 適地は北海道一円で、普及見込面積は 10,000ha

です。栽培上の注意は特にありません。 
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表 1 収量性  

試験地 品種名 根重 

(t/10a) 

根中糖分 

(%) 

糖量 

(kg/10a) 

「アマホマレ」対比(%) 

根重 根中糖分 糖量 

全道平均 KWS 2K314 7.95 16.70 1,328 111 95 105 

（H25〜27） アマホマレ（標準品種） 7.19 17.57 1,266 100 100 100 

 かちまる（対照品種） 7.72 16.80 1,298 107 96 103 

現地試験平均 KWS 2K314 9.52 16.79 1,606 115 99 114 

（美瑛町） アマホマレ（標準品種） 8.25 16.95 1,413 100 100 100 

（H26〜27） あままる（地区比較品種） 8.76 16.70 1,467 106 99 104 

注１） 全道平均：北見農試、十勝農試、北農研 (平成26、27年)および北海道てん菜協会(３か所)の延べ17か所平均 

表 2 病害抵抗性等 

品種名 褐斑病 そう根病 根腐病 黒根病 抽苔耐性 

KWS 2K314 強 強 中 やや強 強 

かちまる 弱 無 やや弱 やや強 強 

表 3「KWS 2K314」の褐斑病慣行防除圃場での褐斑病発病程度 (平成 25〜27年平均) 

試験場所 北見農試 十勝農試 北農研 日甜 北糖 ホクレン 平均 

所在地 訓子府 芽室 芽室 帯広 本別 女満別 

KWS 2K314 0.1 0.2 0.3 0.2 0.7 0.1 0.3 

かちまる 0.7 2.2 1.4 0.8 2.0 0.3 1.2 

注１） 発病程度 0：健全〜5：成葉の大半が枯死。 

表 4 製糖品質(平成 25〜27年平均) 

品種名 不純物価（％） 不純物価「アマホマレ」対比（％） 

KWS 2K314 4.04 106 

アマホマレ 3.82 100 

かちまる 4.64 121 

注１） 北農研 (平成26、27年)および北海道てん菜協会(３か所)の延べ11か所平均 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「KWS 2K314」の形態（平成 27年 10月初旬撮影、直播栽培） 
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直播たまねぎの収量安定化のために 

十勝農表試験場 研究部 地域技術グループ、生産環境グループ 

北見農業試験場 研究部 地域技術グループ          

 

１．背景と目的 

国産野菜に対する要望の高まりや畑作地帯におけ

る野菜作付け意欲向上の中、いくつかの産地におい

てたまねぎ直播栽培が試行されています。しかし、

移植栽培より生育期間が短い直播栽培では気象不良

時等に球肥大不足が起きやすいことや、移植栽培よ

りも生育ステージが遅れるためハエ類（タネバエ、

タマネギバエ）による被害を受けやすいこと等が、

直播栽培の定着を妨げる要因となっています。 

２．試験方法 

１） 直播栽培収量安定化のための株立ち数の策定 

直播栽培における最適な栽植密度と現場で対応可

能な畦幅と株間を明らかにします。併せて、現地に

おける栽培実態に関する情報を収集し、直播栽培技

術の改善に必要な課題を明確にします。 

試験項目等：品種、播種粒数、べたがけ、現地実態

調査。 

２） ハエ類被害軽減方策の検討 

ハエ類の被害実態(被害株率、時期、品種間差等)

を把握し、被害軽減方策について検討します。 

試験項目等：品種、栽植様式、薬剤処理方法。 

３．成果の概要 

１）春季高温干ばつ傾向であった 2014 および 2015

年の現地実態調査の結果、直播栽培は苗を定植する

移植栽培に比べ、春季の干ばつの影響が小さいと考

えられました。 

２）播種機による点播では、播種速度が速いほど出

芽率が低下し株間のばらつきが大きくなりました。 

３）不織布べたがけによる地温上昇効果は平均地温

で 2～4℃程度であり、出芽は 2～4 日早まり、初期

生育は促進されました（図 1）。べたがけにより倒伏

期が 1 週間以上早まる場合もありましたが、収量へ

の影響は判然としませんでした。また、高温と干ば

つが特に著しい条件では、べたがけ被覆下で高温障

害による枯死個体がみられましたが、収量の低下は

みられませんでした。 

４）供試品種中では「オホーツク 222」がもっとも

収量性が安定しており、「北もみじ 2000」がこれに

次いでいました。「ウルフ」および「パワーウルフ」

は「オホーツク 222」に比べ規格外球数および貯蔵

前腐敗球がやや多く、球肥大が不十分となる事例も

あったものの、熟期および収量性は使用可能な水準

であり、圃場条件によっては選択肢になります。 

５）一般的な播種作業幅 1.2mで播種条数を従来の 4

条から 5 条とすることにより畝幅を縮小し、大幅な

播種粒数の増加を可能となりました。 

６）株立ち数が多いほど収穫球数が多く、球肥大は

劣りました。株立ち数 3,900株/aで最も多収となり

ましたが、平均一球重は180gを下回りました（図2）。

収量性と球肥大性のバランスを考慮した目標株立ち

数 3,400～3,900 株/a を得るために必要な播種粒数

は、3,800～4,200粒/aでした。 

７）直播たまねぎに対する主な加害種はタマネギバ

エでした。ダイアジノン粒剤の播種前土壌混和処理

は被害軽減に一定の効果が認められ、不安定ながら

現状では唯一の対策です（図 3）。A剤（2016年 1月

現在未登録）の種子処理（裸種子に処理するコーテ

ィング資材への混和）は出芽率向上と出芽後のタマ

ネギバエ被害抑制の両面に効果が認められました

（図 3）。 

８）以上を 2012年指導参考事項の「たまねぎ直播栽

培体系」に反映し、表 1のとおり改訂します。 
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表1 たまねぎ直播栽培体系（2016年改訂） 

図3 ハエ類による累積被害株率の推移(2015年、芽室)  
供試品種「ウルフ」。ダイアジノンは5%粒剤、5kg/10a処理。 

凡例の各処理右側の括弧内は、被害株初発直前調査日における出芽率。 

図2 株立ち数と収量および球肥大との関係 
「総収量－小球収量」は加工・業務用途を想定し、総収量から原料に適さない小球分を除外した値。 

左図：2012～15年に実施したすべての試験例をプロット。「ウルフ」（十勝農試、音更町A）、「オホーツク222」（十

勝農試、北見農試、音更町B、斜里）、「北もみじ2000」（北見農試）および「パワーウルフ」（斜里町）を含む。 

右図：上記のうち、球肥大が不良で極端な低収であった2013年北見農試および2015年十勝農試ならびに欠株

が極端に多かった2015年音更町Bの「ウルフ」のデータを除外した。 

図1 不織布べたがけによる出芽促進効果  

2015/4/22播種。凡例の「有」「無」は不織布べたがけの有無。 

図中の縦棒は標準誤差を示す。 

項目 内容

１．品種

既存品種の中では「オホーツク222」および「北もみじ2000」が安定している。他に「ウルフ」*「パワーウルフ」が
使用可能である。同一品種では移植栽培に比べ生育が2～3週間遅れる。

*：倒伏前から根傷みを伴う著しい葉先枯れ症状が生じ、球肥大不足となる事例があった。

２．播種期
播種は、4月中旬以降になり圃場が適正な土壌水分になった時点でできるだけ早く行い、遅くとも4月中には
終わらせることが望ましい。収量性・品質を考慮して播種限界は5月10日とする。

３．窒素施肥量 直播栽培における窒素施肥量は当面移植栽培に準じ、土壌診断に基づく施肥対応を行う｡

４．播種粒数
　（栽植密度）

播種粒数を移植栽培より多い4,000±200粒/aとする。そのためには播種作業幅1.2mに対し5条植えとし、畝
幅24cm（播種作業幅1.2m）×株間10～11cmとする。なお、4条植え（畝幅30cm）で実施する場合にあって
は、播種粒数4,000粒/aには満たないが、球肥大確保のため株間9.5ｃｍとする。

５．播種法
播種機によるコート種子の1粒まきとする。安定な出芽には、良好な砕土、適正な播種深度（平滑鎮圧輪使用
時2cm、鼓型鎮圧輪使用時3cm）および鎮圧が重要となる。

６．べたがけ被覆

不織布によるべたがけ被覆は、降雨時のソイルクラスト軽減、土壌水分保持、地温上昇などによる、出芽およ
び初期生育の促進や生育の前進が期待できるため、気象や圃場の条件により実施を検討する。ただし、必ず
しも増収効果に結びつくものではない。また、著しい高温･干ばつ条件下では高温障害による枯死株が発生す
ることがあるが、減収のリスクは小さい。

７．根切り時期
品種の早晩に応じて移植栽培における基準を遵守することで、必ずしも直播栽培で変形球が多くなることはな
い。

８．圃場の選定
直播栽培に取り組む際には、排水対策等の栽培圃場の整備が前提になる。砂質土壌および粘質土壌にてソ
イルクラストの発生が懸念される場合は、鼓型鎮圧輪を使用する。

９．ハエ対策 対策として、当面、ダイアジノン5.0%粒剤の播種前全面土壌混和処理を行う。
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冬の管理が決め手 てん菜の西部萎黄病対策 

道総研 十勝農業試験場 研究部 生産環境Ｇ 

農研機構 北海道農業研究センター 生産環境研究領域 

畑作基盤研究領域 

 

１．はじめに 

 てん菜の西部萎黄病(以下、本病)は、ビート西部

萎黄ウイルス(以下、BWYV)の感染によって発病する

ウイルス病で、その媒介にはアブラムシ類が関与し

半永続的に伝搬されることが知られています。本病

は、1960年代に道内の多くの地域で発生が確認され

ていたもののその後は少なく推移していました。し

かし、2009年頃から再び全道的に多発傾向が続いて

おり、てん菜の主要な減収要因となっています。 

 本課題は、本病の病原ウイルス BWYVとその媒介虫

の生態を調査するとともに、得られた知見を活用し

て本病を抑制する技術を確立することを目的として

実施しました。 

２．試験方法 

１）BWYVの診断法の確立と特性調査 

２）病原ウイルスを媒介するアブラムシ種の特定 

３）西部萎黄病の発症と被害の特性調査 

４）越冬ハウスの適正管理による西部萎黄病の抑 

  制効果の検討 

５）十勝管内における越冬ハウス適正管理による 

  本病防除の実証試験 

３．試験の結果 

１）BWYVの診断法の確立と特性調査 

 植物葉からの BWYV検出手法と、媒介虫からの DNA

抽出と BWYV検出を同時に行う手法を確立しました。

また、BWYVの系統解析を行った結果、道内各地で発

生する本病はすべて 1つの株に由来すると推測され

ました。 

２）病原ウイルスを媒介するアブラムシ種の特定 

 本病発病前のてん菜圃場に発生するアブラムシと

越冬ハウス内に生存するアブラムシの同定結果、お

よび病原ウイルス媒介能力検定試験の結果から、本

病をてん菜へ伝播する媒介虫はモモアカアブラムシ

と特定されました。また、近年多発傾向にあるマメ

クロアブラムシは BWYV を媒介する能力がありませ

んでした。媒介虫はハウス(用途を限定しない)等の

施設内部で越冬していることが確認されました。一

方、十勝管内で露地越冬している根拠は得られなか

ったことから、媒介虫の越冬場所は施設内部の植物

上と考えられました。 

３）西部萎黄病の発症と被害の特性調査 

 感染時期と潜伏期間の関係を調査した結果、感染

時期によって潜伏期間は異なりました(図 1)。感染

時期と収量の関係を調査した結果、7月 20日頃まで

に感染した場合、糖量は 30％程度減収しました。 

４）越冬ハウスの適正管理による西部萎黄病の抑 

制効果の検討 

 本病の抑制には、越冬ハウス内部をアブラムシ類

が生存できない環境にすることが最も有効でした。

越冬ハウスの適正管理を複数年継続実施することで、

本病抑制効果はより高まりました(図 2)。 

５）十勝管内における越冬ハウス適正管理による 

本病防除の実証試験 

 越冬ハウス内部を適正管理した 11 地域すべてに

おいて、前年よりも本病が低減しました(図 3)。内

部を適正管理できなかった越冬ハウスの近隣てん菜

圃場では、殺虫剤の灌注処理と茎葉散布を実施した

場合でも本病が多発生する事例(図 4)が管内の複数

地区で確認されました。本成果と平成 24年指導参考

事項から導かれる「西部萎黄病の防除方法及び注意

事項」は表 1にまとめました。 

-------------------------------------------- 

【用語の解説】 

越冬ハウスの適正管理：越冬ハウス内部の雑草お

よび作物残渣を除草剤により枯死させるか除去する

ことと、栽培作物にアブラムシ類が寄生しないよう

に管理すること。 



 

- 10 - 

 

  

図 3 越冬ハウスの適正管理前後年における 
   西部萎黄病発生状況(調査対象：11地域) 
※2015年 2月に各地域の越冬ハウスの適正 
 管理が指導された(図 3,4共通)。 
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図 2 越冬ハウス適正管理と近隣てん菜ほ場の西部萎黄病発生状況 
※ は媒介虫発生を確認後、冬季に適正管理した越冬ハウスを示す。 
※○は、色が濃いほど本病の発生が多かったほ場を示す(図 2,4共通)。 
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図 1 感染時期と潜伏期間 
※棒線は初発日までの日数、折線は 50％ 
 の株が発病するまでの日数を示す。 
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図 4 Ｚ町Ｙ地域の本病発生程度指数調査結果 
※両年とも全戸に殺虫剤の灌注処理と茎葉散布が指導されている。 
※楕円内の中心付近にある越冬ハウスは冬期間の適正管理未実施。 

2015年8月

2014年8月 500m楕円内の中心部
の越冬ハウスは
適正管理未実施

無 少 多

ほ場別発病状況

表 1 てん菜の西部萎黄病の防除方法及び注意事項 
 防除方法及び注意事項

耕種的防除
西部萎黄病を抑制するために最も効果の高い対策は、
１．各地域の越冬ハウス(用途は限定しない)の被覆を冬期間に除去すること
２．被覆を除去しない場合、積雪のある厳冬期に各地域の越冬ハウス(用途は限定しない)の中を、
①雑草及び作物残渣は枯死させるか除去すること
②栽培する作物にアブラムシ類が寄生しないよう管理すること

によって、ハウス等施設内を媒介虫となるモモアカアブラムシが越冬できない環境にすることである。

薬剤防除
西部萎黄病の媒介虫に対する薬剤防除は、
１．育苗ポット灌注を基本とする。
２．茎葉散布は、①越冬ハウスの適正管理をやむを得ず実施できなかった地区、②育苗ポット灌注を

実施しなかった苗を植え付けたほ場、③西部萎黄病の多発年が継続した場合
などに実施する補助的な防除手段である。

※本成績による結果を太字(ゴシック体)で示した。平成24年指導参考事項による結果を細字で示した。
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平成 28年に特に注意を要する病害虫 

中央農業試験場 病虫部 予察診断グループ 

   

 

１．はじめに 

北海道病害虫防除所、道総研各農業試験場、およ

び道農政部技術普及課等で実施した病害虫発生予察

事業ならびに試験研究の結果から平成 28 年に特に

注意すべき病害虫について報告します。 

２．平成 27年の病害虫の発生状況 

主要病害虫のうち多発となったものはなく、やや

多発となったものは、水稲の紋枯病、イネミギワバ

エ、ばれいしょのアブラムシ類、たまねぎのネギア

ザミウマ、りんごの黒星病、斑点落葉病、腐らん病、

モモシンクイガです。 

３．平成 28年に特に注意を要する病害虫 

（１）小麦のなまぐさ黒穂病 

小麦のなまぐさ黒穂病は、子実内部に病原菌の厚

膜胞子が充満し、なまぐさい悪臭を放つ病害で、罹

病した子実が収穫時に砕け、健全な子実に厚膜胞子

が付着することにより異臭麦を発生させます。本病

の感染生源は、種子に付着した厚膜胞子および土壌

中に残存した厚膜胞子です。そのため、採種圃産種

子を消毒して用いているほ場では、土壌汚染が発生

の主要因である可能性が高いです。本病は少発生の

状態では発病穂が見逃されやすいことから、発生し

ている圃場において収穫作業が行われると罹病子実

が砕け、飛び散った厚膜胞子により土壌が汚染され

ます。病原菌は土壌中で長期間生存するといわれて

おり、死滅させることは難しいです。また近年小麦

の作付けが過多になっており、連作圃場が増えてい

ることも発生拡大要因の一つと考えられます。 

本病の対策は、小麦を連作しないことが最も重要

です。また、小麦の作付に当たっては、採種圃産の

健全な種子を使用します。 

過去に本病が発生した圃場、近隣に発生圃場があ

る場合などは、出穂後に圃場をよく観察し、本病発

生の有無を確認してから収穫作業を実施します。発

生した場合は周辺への厚膜胞子の飛散や異臭麦によ

る収集施設の汚染を防ぐためにも収穫は避けます。

罹病した麦稈には病原菌が残存していることから圃

場外に持ち出さないことが望ましいです。さらに、

発生圃場から土壌が移動しないよう留意してくださ

い。 

２）ばれいしょのジャガイモシロシストセンチュウ 

平成 27年、網走市内の一部圃場において、国内で

の発生を防ぐための防疫措置がとられてきたジャガ

イモシロシストセンチュウの発生が確認されました。

本種は形態や被害はジャガイモシストセンチュウに

類似していますが、ジャガイモシストセンチュウ抵

抗性品種に対して寄生することが確認されています。 

現在、本種の発生は一部の地域・圃場に限られて

いることから、道内外への発生拡大に厳重に注意す

る必要があります。ジャガイモシストセンチュウ発

生の有無に拘わらず、ばれいしょを栽培する全ての

地域において本種の早期発見およびまん延防止に努

めなければならなりません。 

まん延防止策としては、圃場間における土壌の移

動を防ぐ、正規の種いもを使用する、野良生えいも

の除去を行う等が挙げられます。また、ばれいしょ

の過作を避け、適切な輪作を行うことも重要です。 

本種の早期発見のためには、ジャガイモシストセ

ンチュウ抵抗性品種作付圃場においても植物検診に

よるシストセンチュウ発生有無の確認を行うことが

必要です。植物検診の適期は、7 月中旬から 7 月下

旬頃であり、抵抗性品種に雌成虫やシストの着生が

認められた場合、各振興局を通じて速やかに北海道

病害虫防除所に連絡を行ってください。 

（３）てんさいの西部萎黄病 

てんさいの西部萎黄病は、アブラムシが媒介する

ビート西部萎黄ウイルス（BWYV）によるウイルス病

で、生育初期の媒介にはビニールハウスなどの施設

内で越冬しているモモアカアブラムシが関与してい

ます。本病は平成 20 年頃から多発生が続いており、

特に平成 26 年には甚発生圃場のみられる地域が拡

大し問題となりました。 
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そのため、平成 27年初め、冬期間中も被覆されて

いる越冬ハウス内におけるアブラムシの発生確認を

行ったところ、冬期間の気温が低い道東地方におい

ても、ハウス内にあった野菜残さや雑草上にモモア

カアブラムシ越冬個体の生息が認められ、地域を問

わず越冬ハウス内におけるこれらアブラムシの寄生

場所となる植物の適切な処分が必要であることが確

認され、情報が周知されました。 

平成 27 年に実施した病害虫発生現況調査による

と、多発生（本病による黄化株が圃場内に広く認め

られる）圃場は過去数カ年と比較して少なくなりま

した。平成 28年以降も、冬期間にハウス内にある越

冬野菜は適正に管理するとともに収穫後の野菜株や

雑草を適正に処分し、ハウス内におけるモモアカア

ブラムシの越冬を阻止することが重要です。 

（４）あぶらな科野菜のコナガ 

ジアミド系薬剤は、あぶらな科野菜の重要害虫で

あるコナガに対して高い防除効果をあげていました

が、平成 24年以降、府県では本系統薬剤に対する感

受性の低下が確認され、その機作は遺伝子の一部に

変異が起きているため（抵抗性遺伝の保持）である

ことが判っています。 

平成26～27年に道総研農業試験場の各3地点で採

集されたコナガ成虫について、本系統薬剤に対する

抵抗性遺伝子の保持状況を調査しました。その結果、

いずれの年次および地点においても抵抗性遺伝子の

保持個体が確認されました。 

コナガは、道内では露地での越冬が困難で、毎年

春季以降に気流に乗って成虫が飛来し、そこから世

代を繰り返しながら増殖します。そのため道内で発

生する個体群の薬剤感受性は、どのような個体群が

飛来してくるのかによって変動しますが、本州以南

でジアミド系薬剤に対する抵抗性個体群の発生が継

続していること、道内においても抵抗性遺伝子を保

持した個体が 2 年連続して確認されたことから、次

年度以降も抵抗性遺伝子保持個体群は飛来してくる

ことが予想されます。 

以上のことから、コナガの防除にあたってジアミ

ド系薬剤を使用する場合、以下の点に留意する必要

があります。 

① ジアミド系薬剤の連用は避けます。 

②本系統薬剤による防除を実施した後、効果の確

認に努め、防除効果が低いと判断された場合は、他

系統薬剤による追加防除の実施を検討します。 

③灌注剤、茎葉散布剤としての使用時には、所定

の希釈倍数、処理量を遵守します。 

４．最後に 

特に注意を要する病害虫および新発生病害虫の詳

細な情報については、北海道病害虫防除所のホーム

ページに掲載していますので、そちらもご覧下さい。



生食スイートコーンの栽培体系の確立に向けて ～美瑛町での取り組み

１ 課題の背景

①は種後の天候により
欠株が発生し、大きな
減収につながる

２ 活動経過および結果

③ 作型分散の取り組み ・ﾏﾙﾁﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙｼｰﾀﾞｰ
導入に向けた協議

・西神楽の栽培
事例の視察

導入を断念

・てん菜移植機による
移植栽培の試作
(H27:8戸で予定）

・美瑛町内のｽｲｰﾄｺｰﾝ
移植栽培取り組み
事例を検討

４ 今後の活動

３ 目標とする栽培体系

上川農業改良普及ｾﾝﾀｰ大雪支所

②出荷時期が
重なると価格が
暴落する

欠株
の
問題

単価の
問題

移
植
栽
培
の
取
り
組
み

③出荷時期の
人手確保が大変

労働力の問題

機械収穫の
取り組み

移植栽培の取り組み ② ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄの検討

①移植機械の検討

機械収穫の取り組み
野菜移植機

てん菜移植機（改造）
自走式収穫機 直装式収穫期

ペーパーポットで
育苗し、苗を移植
して、生育を揃え
機械収穫する

てん菜の栽培
方法で、ｽｲｰﾄｺｰﾝ
を生産する

どちらの機械も欠株はないため
収量増につながる

・マルチ後、マルチに穴を
あけながら移植

野菜移植機

・露地移植になるが
移植スピードが速いので
栽培面積を増やせる

てん菜移植機

出荷時期を少しだけ
前進させる

マルチを貼り、出荷時期
を大幅に前進させる

・No.264( ｽｲｰﾄｺｰﾝ用)の
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄの試作

・ﾋﾞｰﾄ用規格１号での
ペーパーポットの試作

ペーパーポットの大きさは
生育、製品に影響しない

てん菜用ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ
で育苗し、てん菜移
植機で移植する体系
の実証試験

コスト低減しながら
少量化した
スイートコーン栽培

・自走式収穫期
直装式収穫期の
試験収穫を
美瑛町農業研修
センターで実施

・自走式収穫期は
道内で導入事例

・直装式収穫期も
収穫能力が
見込める



内容などのお問い合わせ

地方独立行政法人

北海道立総合研究機構 農業研究本部

上川農業試験場

〒078-0397 北海道上川郡比布町南１線５号

Tel: 0166-85-2200（代表）

FAX: 0166-85-4111（代表）

e-mail: kamikawa-agri@ hro.or.jp

http://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/kamikawa/index.html

道内試験研究機関等の紹介、関係試験研究の成果を公開していますので、ご参照下さい。

(地独)北海道立総合研究機構 http://www.hro.or.jp/index.html

農業技術情報広場 http://www.hro.or.jp/list/agricultural/index.html

試験研究成果一覧 http://www.hro.or.jp/list/agricultural/center/kenkyuseika/index.html

北海道病害虫防除所 http://www.agri.hro.or.jp/boujosho/


