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蒸気式催芽でも食酢を使って稲の細菌病が防げます 

道総研 上川農業試験場 研究部 生産環境グループ 
 
１． はじめに 

 稲の栽培では、種子伝染性病害対策として種子

消毒を行います。化学農薬を使わない消毒法とし

て温湯消毒が普及していますが、褐条病への防除

効果が不十分です。そこで、循環式催芽を行う際

に食酢を添加することで、褐条病をほぼ完全に防

除する技術が開発されました。この技術は、苗立

枯細菌病にも効果があります。一方、蒸気式催芽

を行う場合に食酢を使う方法はこれまで検討され

てきませんでした。本研究は、蒸気式催芽を行う

場合の食酢の使用方法を明らかにすることを目的

としました。 
 
２． 試験の方法 

１）適切な食酢処理方法の検討 

 稲の栽培では、は種の前に①種子消毒、②浸種、

③催芽の工程があります。このうち浸種中および

催芽直前で食酢処理をした場合の褐条病防除効果

を検討しました。また、様々な食酢濃度の褐条病

防除効果および稲への影響を調査し、適切な食酢

濃度と処理時間、処理温度を検討しました。 

２）実規模レベルの検討 

 大量の種子を処理した場合にも食酢の防除効果

が発揮されるかについて、生産現場レベルでの試

験を行いました。 

３）苗形質への影響 

 食酢処理した種子から育てた苗の形質を調査し

ました。 
４）苗立枯細菌病への効果 

 褐条病防除として適切と考えられた食酢処理法

の苗立枯細菌病への効果を検討しました。 

 
３． 試験の結果 

１）食酢処理時期の検討 

・適切な食酢処理時期は浸種後半であることがわ

かりました(表1)。食酢濃度1～3％で効果が認め

られましたが、1％では効果が若干低い場合がある

こと(表2)、3％以上では発芽(図1)や苗立への影

響が見られたため、2％が適切と考えられました。、

処理時間は48時間（24時間以上72時間以下）で、

処理温度は浸種と同じ12℃です。一方、催芽直前

処理は、効果を出すには食酢濃度5％以上・30℃

以上の食酢液に5～10分間浸漬する必要がありま

した。この濃度ではイネの発芽などに悪影響が見

られ、温度維持の設備があれば循環式催芽で食酢

処理できることがら、この方法は実用性が低いと

考えられました。 

２）実規模レベルでの効果（図2） 

 大量の種子を処理した場合、種子全体に食酢の

防除効果があると確認できました。また、農家慣

行の蒸気催芽直前の温湯浸漬は、食酢の効果に影

響しませんでした。 

３）苗形質への影響 

 食酢処理した種子から育てた苗形質に異常は認

められませんでした。苗の生育に食酢処理の影響

は無いと考えられます。 

４）苗立枯細菌病への効果 

 食酢処理は苗立枯細菌病に対しても高い効果を

示しました。また、温湯消毒との組合せで効果は

高まりました（表3）。 

 

 

 以上の結果より、蒸気式催芽における食酢の使

い方が明らかになりました。蒸気式催芽では、浸

種最後の48時間（24時間以上72時間を許容範囲）

に食酢2％(50倍）で浸種を行ってください。 

 これにより、いずれの催芽方法においても、食

酢により褐条病と苗立枯細菌病の防除ができるよ

うになりました。この技術を用いる場合は、酸度

4.2％の穀物酢を使用してください。 
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(%) 防除価 (%) 防除価

温湯消毒＋食酢 0 100 0 100

食酢 0.2 99 1.8 98

温湯消毒 11.5 62 4.3 95

無処理 30.3 85.8

食酢処理：2％・48時間

温湯消毒：60℃10分

発病苗率

処理 試験1 試験2

表3 苗立枯細菌病防除効果 

(%) 防除価 (%) 0%比

24時間 0.1 98 84.3 108.5

48時間 0.1 98 83.8 107.9

72時間 0.1 98 79.6 102.4

24時間 0 100 78.7 101.3

48時間 0 100 85.6 110.2

72時間 0 100 82.7 106.4

24時間 0 100 81.8 105.3

48時間 0.3 95 81.4 104.8

72時間 0.1 98 83.6 107.6

0% 5.6 77.7

2%

1%

食酢濃度 処理時間
　重症苗率 苗立率

3%

表2 浸種後半処理での食酢濃度・処理時間と 

  褐条病防除効果 
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図1 食酢濃度と発芽率（浸種後半処理） 
0 5 10 15 20 25

食酢処理A

食酢処理B

温湯消毒

無処理

重症苗率(%)

供試種子は種籾4ｋｇ入りの袋の中央に埋設して浸種・食酢処理を行った。

重症苗：不完全葉以上に発病が認められた苗

食酢処理A：温湯消毒＋食酢処理（2％48時間）＋催芽前加温（振とうあり）
食酢処理B：温湯消毒＋食酢処理（2％48時間）＋催芽前加温

温湯消毒：60℃10分

催芽前加温：30℃の温湯に30秒浸漬

振とう：催芽前加温時に温湯内で籾袋を数回上下に振る

図2 大規模処理・催芽前加温処理した場合の 

褐条病防除効果 

(%) 防除価 (%) 無処理比

浸種前半 48時間 12℃ 3.5 72 98.6 99.9

浸種中間 48時間 12℃ 0.3 98 97.2 98.5

浸種後半 48時間 12℃ 0.1 99 96.9 98.2

浸種最終 1時間 20℃ 0.3 98 99.1 100.4

浸種前半 48時間 12℃ 1.5 88 98.6 99.9

浸種中間 48時間 12℃ 1.3 90 98.8 100.1

浸種後半 48時間 12℃ 0.0 100 98.7 100.0

浸種最終 1時間 20℃ 3.6 72 98.6 99.9

5% 催芽直前 10分 30℃ 2.3 82 98.2 99.5

2% 催芽直前 10分 30℃ 8.2 35 98.0 99.3

無処理 0% 12℃ 12.7 99

供試品種：「きらら397」（褐条病菌を開花期接種＋減圧接種）

重症苗：不完全葉以上に発病が認められた苗

浸種は12℃で6日間（144時間）実施

浸種前半：最初の2日間（0～48時間）

浸種中間：中間の2日間（48時間目～96時間目）

浸種後半：最後の2日間（96時間目～144時間目）

浸種最終：最後の1時間（143時間目～144時間目）

処理区
食酢

濃度

処理

時期

処理

時間

処理

温度

　重症苗率 苗立率

浸種時

処理

3%

2%

催芽直前

処理

表1 食酢処理時期と褐条病防除効果 
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タネを増やして、箱を減らす、密播中苗で 

道総研 中央農業試験場 生産研究部 水田農業 G 
 

１．試験のねらい  
近年、道内の水稲生産現場では担い手の減少な

どにより労働力不足に直面しています。そこでマ

ット苗移植栽培の苗箱数の削減が期待できる高密

度に播種した苗を利用し、収量や品質を落とさな

い栽培法を明らかにすることを目指しました。 
  
２．試験の方法  
1) 播種量を増やしたマット苗（密播中苗）は適正

な植え付け本数で機械移植できるか？ 
・移植機はA社製中苗マット苗移植機（条間33cm、

VP60RX）を供試しました。苗は慣行中苗（播

種量 200mL/箱）、密播中苗（播種量 400mL/箱）

を供試し、植付け本数などを調査しました。 
2) 密播中苗はどう育苗するのか？ 
・植物成長調整剤（ウニコナゾールＰ液剤）処理

あり、なし。播種量は200～600mL/箱（催芽籾）。

窒素追肥量は0～6gN/箱、などを調査しました。 
3) 密播中苗は収量や品質を維持できるか？ 
・慣行中苗、密播中苗（追肥 4gN/箱は「ななつぼ

し」、2017～2018年)を移植して、調査しました。 
4) 密播中苗は物財費が増える？減る？ 
・空知管内A生産法人における生産費調査（生産

システムG調べ）に基づき、育苗に関する物財

費を算出しました。 
 
３．試験の結果  
1) 播種量 400mL/箱とした苗は、移植機のかきと

り量をほぼ最小（26回×9mm）まで減らしても、

植付け本数が4.6本/株と適正でした。 
2) この播種量とかきとり量は既存の播種機や移

植機で対応できます。つまり、今お使いの農機具

が設定を変えるだけで、そのまま使えます。 
3) 高密度に播種した苗は覆土持ち上がりが顕著

になる場合がありましたが、覆土の種類を粒状人

工覆土にすると軽微になりました。 
4) 密播中苗は植物成長調整剤を処理し、播種量を

400mL/箱とし、追肥窒素量を倍の 4g/箱（1 回当

たり 2g/箱）と増肥して育苗します。慣行中苗に

比べ苗長が伸びがちで、葉齢ならびに乾物重が少

なくなりやすいですが、マット強度や窒素含有率

は慣行中苗と同等でした(写真 1、表 1)。 
5) 密播中苗は慣行中苗と同じく30～35日を目安

に、育苗日数を 35 日近くまでとる方が乾物重と

葉齢が改善しました。あわせて、苗長を徒長させ

ない育苗管理と植物成長調整剤処理が必要です。 
6) 密播中苗は25株/m2条件での使用苗箱数が18
箱/10a で、慣行中苗の 64％になりました。密播

中苗は苗箱数を削減できるので、省力です。 
7) 密播中苗の移植後の生育は 6 月中旬や幼穂形

成期の草丈が慣行中苗に比べわずかに小さいもの

の、茎数は生育期間を通してほぼ同等です（表1）。 
8) 密播中苗は生育期節の遅れはなく、出穂期は慣

行中苗とほぼ同等でした（表 1）。 
9) 精玄米重は慣行中苗比が 97～112 の範囲で、

平均が 102と同等でした。また、整粒歩合が同比

102（最小 97～最大 107）、タンパク質含有率が同

比100（最小95～最大105）と同等でした（表1）。 
10) 密播中苗は慣行中苗に比べ種苗費（種子代）

などが増える反面、苗箱数の削減に伴い諸材料費

（ハウス資材や培土など）や農機具費（育苗箱）

が削減できます。このため、育苗に関する物財費

が慣行中苗よりも 1732 円/10a 安くなって、慣行

中苗より 18％低減できる見込みです（表2）。 
11）このように、密播中苗は慣行中苗に比べて苗

形質がやや劣りますが、出穂期の遅れがなく、同

等の収量や品質が期待でき、育苗箱数を30％以上

削減できます。作業体系を図 1に示しました。 
 
-------------------------------------------  
【用語の解説】  
植物成長調整剤：育苗期の徒長を防止する薬剤で

す。催芽前に種子を15～24時間薬液に浸します。 
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表 1 密播中苗の水稲の生育と収量・品質の比較（慣行中苗は30 日苗、密播中苗は35 日苗を抜粋） 

表 2 密播中苗の育苗に関する物財費の例 

写真 1 移植時苗の例 

（左：密播中苗、右：慣行中苗） 

図 1 密播中苗の作業体系（ハウス内出芽の例） ※）太字部は慣行中苗と相違する項目を示す。 

苗長
（cm）

葉齢
（枚）

茎葉乾物重
（ｇ/100本）

窒素含有率
（％）

茎数
（本/m2）

窒素吸収量
（kgN/10a）

（kg/10a） 左比

慣行中苗区 2 9.8 2.9 2.0 3.9 504 2.3 30.0 639 100 6.4 74.4
密播中苗区 2 13.2 3.2 1.8 4.4 546 3.3 30.0 648 101 6.6 72.5
慣行中苗区 4 10.8 2.7 1.9 4.2 369 1.5 31.5 609 100 6.8 72.5
密播中苗区 4 14.0 3.4 1.9 4.0 437 2.1 31.5 589 97 6.7 73.5
慣行中苗区 2 13.3 3.1 2.1 3.7 371 1.6 35.5 470 100 6.2 68.7
密播中苗区 2 13.5 2.7 1.7 4.3 395 1.8 35.5 471 100 5.9 73.3
慣行中苗区 6 13.1 3.2 2.2 4.0 295 1.3 37.0 478 100 6.5 66.9
密播中苗区 4 11.8 2.7 1.7 4.2 315 1.4 37.8 535 112 6.8 67.3
慣行中苗区 11.8 3.0 2.0 3.9 384 1.7 33.5 549 100 6.5 70.6
密播中苗区 13.1 3.0 1.8 4.2 423 2.1 33.7 560 102 6.5 71.6
慣行中苗区 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

（対照区を100とした比） 密播中苗区 112 102 88 107 110 126 101 102 100 102

年次 土壌 区 n
移植苗 幼穂形成期 出穂期

（7月1日
 基準日)

精玄米重 タンパク質
含有率
（％）

整粒歩合

（％）

平均

対照区比

2017

グライ低地土

泥炭土

2018

グライ低地土

泥炭土

苗の徒長抑制のため植物成長調整剤の使用を基本とする。 移植苗の目安
催芽前（種子消毒後）に浸漬処理 苗長：10～12cm　（慣行中苗と同じ）
250～350倍の希釈液に15～24時間浸漬 葉齢：2.6 葉 以上を確保すること。
籾：液比は1：1以上 　　3.0～3.5 葉 が望ましい。

種子量は1.2～1.4倍量を用意する。 播種量400mL（催芽籾） 乾物重：1.6 g/100本 以上を確保すること。
潅水量は慣行と同様に、培土に応じて調整 　　　　2.0 g/100本 以上が望ましい。
覆土は粒状の人工覆土を推奨する。

1回目追肥 2回目追肥
1.0～1.5葉期 2.0葉期を過ぎた頃
窒素量2ｇ/箱 窒素量2ｇ/箱

育
苗
管
理

播
種

種
子
予
措

箱数は0.6～0.7倍を見込むもの
の、植え付け本数確保のため箱あた
り播種量を2倍とする。

徒長に繋がる過潅水と高温に留意す
る。 （苗の生育に応じて追肥を実施する。）

（ 10a あたり苗箱数は18箱 （25株/m2） ）

育苗箱数の削減による省力化

必要時は覆土落と
しを実施する。

覆土の持ち上がり
に留意する。

育苗日数は30～35日。 （35 日に近い方
が乾物重と葉齢を改善できる。）

種
子
消
毒

植
物
成
長
調
整
剤

播
種

（
高
密
度
）

種
子
浸
漬

種
子
催
芽

置
床
に
設
置
・
被
覆

（
覆
土
落
と
し
）

追
肥
（
増
肥
）

追
肥
（
増
肥
）

苗
運
搬

移
植
（
か
き
と
り
量
減
）

栽
培
管
理

収
穫
・
調
整

種
子
の
用
意

（
増
量
）

育
苗
管
理

慣行中苗 密播中苗 備考
10aあたり苗箱数 28 18
播種量（mL/箱） 200 400
植物成長調整剤 - 処理あり
追肥量（gN/箱） 2 4
諸材料費 5810 3735 ハウス資材、培土など
種苗費 2044 2628 「ななつぼし」種子
肥料費（育苗） 129 103 融雪剤、育苗追肥など

（うち追肥資材費） （31） （40）
農業薬剤費（育苗） 1252 1223 植物成長調整剤、生産者慣行防除

（うち植物成長調整剤） （ - ） （418）
農機具費 520 334 育苗箱の減価償却費

上記の計 9755 8023

差 - ▲ 1732

100 82

10aあたりの
物財費

（円/10a）

慣行中苗を100とした比
※）　空知管内A市の生産法人Bの生産費調査結果（生産システムG調べ）を基に、
　　　　10aあたり苗箱数などのそれぞれの算出条件に沿って算出・改変した。

算出条件
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深水管理を Web 上でアドバイス!気象データを使った水稲冷害対策 

農研機構 北海道農業研究センター 生産環境研究領域 

道総研 上川農業試験場 研究部 生産環境グループ 

 

１．はじめに 

近年、経営規模の拡大に伴い効率的で省力的な

圃場管理が求められ、水稲の水管理の自動化が進

んでいる。特に、北海道において水管理は初期生

育や低温不稔など収量を左右するため重要である。

そこで、予報値を含む気象データに基づく、生育

期節の予測と冷害危険早期警戒情報に基づく水管

理の目安の提供が求められている。 

そのため、現行品種に対応した発育予測モデ

ル・不稔歩合予測モデルを開発するとともに、予

報値を含むメッシュ農業気象データを活用した冷

害対策判断支援情報を提供するシステムを開発し

た。 

２．試験の方法 

１） 発育予測モデルの開発 

早晩性を反映する発育予測モデルパラメータを

整備し、主要品種の発育予測モデルを開発する。 

２） 不稔歩合予測モデルの開発 
主要な品種のパラメータの整備を行い、精度の

高い水稲の不稔歩合予測モデルを開発する。 

３） 水稲冷害対策判断支援システムの開発 

 メッシュ農業気象データを用いた水稲冷害対策

判断支援システムを開発する。 

 

３．試験の結果 

１） 発育予測モデルによる各品種の幼穂形成期の

推定誤差(RMSE)は、2.9〜3.1日で、９品種平均3.0

日だった（データ省略）。出穂期の推定誤差（RMSE）

は2.2〜3.3日、9品種平均で2.8日であり（表１）、

かつ「きらら 397」のデータを用いて他品種のパ

ラメータ作成用データを補完してパラメータを作

成することにより、品種の早晩の順位を実測通り

に再現できた（表１）。 

２） 不稔歩合予測モデルは、危険期の耐冷性への

前歴期の温度影響を反映することで、不稔歩合 0

〜20%での推定精度が向上した。また、10％以上の

不稔発生の見逃し率は、「きらら397」では従来方

式40.8％に対して15.8％まで低下し、主要7品種

込みで16～35％であった（表2）。 

３） 任意の地点について品種・移植日・苗葉令（苗

種類、葉令は不完全葉を含む）等、耕種概要の入

力値に対応した発育予測、冷害警戒情報や深水管

理の目安などの冷害対策判断支援情報をWeb上で

表示するシステムを作成し、栽培管理支援システ

ム MAgIS（マージス）に搭載した。なお、耕種概

要を任意に入力し作付け計画にも利用できる。 

４） MAgIS では、登録した地点の各作付けについて、

日々自動更新される日平均気温の経過と予報値、予測

される生育期節およびそれに基づく深水管理の目安を

グラフで表示する。「警戒情報」は発育状況と深水管理

の目安についてのコメントを提示し、また、不稔歩合推

定値に基づく「予想される低温不稔の程度」を表示する

（図 1）。 

５） 2017～2018年の検証における幼穂形成期およ

び出穂期の推定誤差は概ね想定（約3日）の範囲

内であった。「予想される低温不稔の程度」は、い

ずれも「平年並み」（10%未満）と推定され、不稔

歩合の実測値は概ね10%以下であった（表3）。 

 

４．最後に 

１） 栽培管理支援システム MAgIS は 2021 年 3 月まで

公 開 予 定 で あ り 、 希 望 者 は 北 農 研 窓 口 

cryoforum@ml.affrc.go.jp に申請することで利用可能で

ある(2019 年 3 月 13 日以降)。 

２） 本研究の一部は、内閣府戦略的イノベーションプ

ログラム（SIP）「次世代農林水産業創造技術」（管理法

人：生研支援センター）、JSPS科研費 25750119の助成

によって実施された。 

【用語の解説】 

不稔発生の「見逃し」：実際にはある閾値以上の不稔が

発生したにも関わらず、不稔歩合推定値がその閾値を

下回ること。 
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表1 各品種の発育予測モデルによる
出穂期推定精度 
 

表2不稔歩合予測モデルの推定精度および見逃し率 表3 システムの検証結果 
 

不稔歩合予測モデルの作成には表１と同じ定期作況データを用い、検証には
表１と同じ奨決基本調査データを用いた。「きたあおば」「たちじょうぶ」の
不稔歩合予測モデルは「きらら 397」のパラメータを使用し、不稔歩合デー
タが少ないためここでは表記していない。* ピアソンの積率相関係数R。** 実
測の不稔歩合0〜20%における推定誤差、括弧内の数値はデータ数n。*** 平成
９年度指導参考事項「水稲の発育ステージおよび不稔歩合の推定法」より。 

* 1989年〜2015年の上川農試、中央農試、道南農試定期
作況データおよび2012年〜2015年の北農研独自調査
データにてパラメータを求めた発育予測モデルを、
1985 年〜2015 年の上川農試、中央農試（岩見沢市と
滝川市）、道南農試、北見農試、北農研の奨決基本デ
ータで検証した。 

**上記の定期作況データと奨決基本データを合わせての
値 

年次 圃場名 品種名
出穂期
予測

出穂期
実測

差
予想される

低温不稔の

程度

不稔

歩合(%)
実測

2017 上川・A市 7/18 7/19 -1 平年並み 4.7
上川・B町 7/19 7/22 -3 平年並み 6.6
上川・C市 7/26 8/2 -7 平年並み 10.4
上川農試 7/22 7/23 -1 平年並み 4.1

きらら397 7/29 7/28 1 平年並み 6.6
ななつぼし 7/24 7/28 -4 平年並み 3.7
ゆめぴりか 7/24 7/25 -1 平年並み 4.4

2018 上川・A市 7/24 7/23 1 平年並み 8.6
上川・B町 7/27 7/27 0 平年並み 11.9
上川・C市 7/31 7/31 0 平年並み 11.0
上川農試 7/29 7/26 3 平年並み 6.2

きらら397 8/1 7/30 2 平年並み 8.6
ゆめぴりか 7/27 7/28 -1 － －

注1：差の太字は発育予測モデル作成時の誤差範囲（約3日）内のデータ

ゆめぴりか

空知・D市

ゆめぴりか

空知・D市

注2：予想される低温不稔の程度は平年並み（10%未満）、やや高い（10％以上
20％未満）、高い(20％以上30％未満)、かなり高い（30%以上）の4区分。
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気象データから探る 水稲の多収栽培適地 

道総研 農業研究本部 上川農業試験場 研究部 生産環境Ｇ 

 

１．はじめに 

需要の高い業務用米は、市場から増産を強く求め

られています。しかし、道内では水稲作付面積が減

少し、増産は困難な状況であり、安定供給体制の早

期確立には多収栽培技術の導入が期待されます。多

収栽培の実現可能性が高い地域を特定するため、気

象条件から地域別の収量水準を的確に把握し、目標

収量を策定する必要があります。 

本報告では、メッシュ農業気象データを利用した

水稲生育・収量推定システムを開発し、地域別の平

年収量水準と多収栽培可能地帯を推定しました。 

２．試験方法 

１）水稲生育・収量推定システムの開発 

メッシュ農業気象と生育モデルを組み合わせた水稲

生育・収量推定システムを構築しました。 

ア）水稲生育モデルの改良｛「きらら 397」（中・成

苗）、農試作況、1988～2016 年、上川・中央・道南

延べ n=108、イ）全道平均での推定収量の適合性確

認｛1993～2018年、初期条件は移植日5/25、成苗（以

下、特に指定しない限り同条件）、7935 メッシュの

単純平均、統計値は作物統計北海道収量｝ 

２）3 次メッシュ単位での収量推定精度の検証と多

収栽培可能地域の推定 

実収量および市町村別統計収量との関係から推定収

量の精度と差の変動要因を解明しました。 

ア)収量の平年値（1993～2017 年の各年推定値の平

均値および中央値）の算出とマップ化、イ)市町村別

の収量差[推定-統計]に及ぼす諸条件の影響解析、

ウ)メッシュ別の収量差[推定-実収]に及ぼす抽出条

件の影響解析｛実収は2009～2015年の上川（中央部、

富良野）、空知（中南部、中西部）NOSAI決定収量平

均値｝、エ)収量と乾物生産速度に基づく生育区分の

検討（Ward法によるクラスター分析） 

３．試験の結果 

１） メッシュ農業気象データ（平均気温、最低気温、日

射量）と発育、不稔、乾物生産・分配のサブモデルから

構成される生育モデルを組み合わせた水稲生育・収量

推定システムを開発しました。農試作況累年データに

対する成熟期総重、不稔歩合、精玄米収量の推定誤

差(RMSE)は、各々138kg/10a、7.0%、81kg/10a でした。 

２） 全道の年次別の推定平均収量と統計収量との間に

は有意な正の相関関係が認められ、推定誤差は

46kg/10a でした。本モデルは冷害年の低収を概ね良

好に推定し、気象変動の影響を反映していると評価で

きました（図１）。 

３） 市町村単位の推定平均収量について推定誤差の

変動要因を検討した結果、収量差[推定-統計]は気温

差[日最高-日平均]と有意な負の関係があり、沿岸部の

市町村では過大推定する傾向が認められました（デー

タ省略）。 

４） 3 次メッシュ単位の推定平均収量の推定精度を内

陸部の上川および空知地域で評価した結果、水田面

積20ha 以上かつ標高300ｍ未満のメッシュでは平均収

量差、推定誤差がそれぞれ、-2、31kg/10a でした。水

田面積 20ha 未満のメッシュは収量差の変動が大きいも

のの、実収の標本不足が原因で、モデルの精度に起

因するものではないと考えられました。一方、標高 300

ｍを超える山麓地域では過小推定する傾向が認められ

たことから、25 カ年中央値による推定平年収量は標高

300ｍ未満の地域に適用可能と判断しました（表１）。 

５） メッシュの生育区分は、推定平年収量、移植～出

穂期と登熟期間の乾物生産速度によるクラスター分析

で 4 区分し評価しました。その結果、上川中央部、空知

中部および北部を中心とする 15,267ha（対象地域の総

水田面積の約 36％）は、推定平年収量と移植～出穂期

と登熟期間の乾物生産速度が高く、多収栽培が可能な

地域と推定されました（図２）。 

６） 推定平年収量、移植～出穂期と登熟期間の乾物

生産速度による生育区分は、フリーソフト「Google Earth 

Pro（©Google LLC.）」等の GIS および表計算ソフトによ

り閲覧できます。従来の市町村統計収量よりも緻密に、

任意の 3 次メッシュ単位で気象条件から推定される平

年収量を的確に把握でき、地域別の目標収量の設定

や生産戦略の策定に活用できます（図３）。 
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表 1 メッシュ抽出条件が平均収量差[推定-実収]
と推定誤差に及ぼす影響 

注）推定条件：成苗、5月25日移植、 
収量は2009～2015年の7年平均、 
実収はメッシュ内のNOSAI決定収量の平均、 
網掛け部は推定収量と実収量の差が特に大きい条件を示す． 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 年次別全道の推定収量と統計収量の関係 
注）推定条件：成苗、5月25日移植、推定は7935メッシュの平均 

図２ 推定平年収量と出穂期前後の乾物生産

速度による 3次メッシュ単位の生育区分図 
注）標高300ｍ以上を除く上川中央部～空知中南部および石

狩北部、生育区分は収量と出穂期前後の乾物生産速度による
評価（1:多収～4：低収）. 

用語解説 
メッシュ農業気象データシステム：農研機構が開発・運用し、全国の日別気象データを 3次メッシ

ュ（約 1km四方）単位にオンデマンドで利用できる（ＵＲＬ：https://amu.rd.naro.go.jp/）． 

抽出条件 点数 平均収量差 RMSE
(kg/10a) (kg/10a)

全データ 1456 -5 38
田面積20ha未満 395 -8 51
田面積20ha以上 1061 -4 33
標高300m未満 1345 -1 35
標高300m以上 111 -54 65
田面積20ha以上かつ標高300m未満 1020 -2 31

図３ GISソフトによる推定平年収量の表示例 
注）フリーソフト「Google Earth Pro（©Google LLC.）」を使用し

た場合．メッシュを選択すると、平年収量、推定誤差と生育区分（図
２を参照）が表示される． 
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「上育 471 号」の普及に向けて 

道総研 農業研究本部 上川農業試験場 研究部 水稲 G 
中央農業試験場 生産研究部 水田農業 G 
中央農業試験場 作物開発部 生物工学 G 

道南農業試験場 研究部 地域技術 G 
 

1. はじめに 

直播栽培では、低温条件での苗立性（低温苗立性）

が重要な特性である。直播栽培で中生品種が栽培可

能な道南地域を除いて良食味米生産に用いられて

いる「ほしまる」は、低温苗立性が不十分であり、

生産の安定性が確保しにくく、収量性も十分ではな

い。そのため、直播栽培を省力技術としてさらに普

及拡大させるには、｢ほしまる｣以上の低温苗立性を

持ち、かつ熟期が早く、収量も確保出来る良食味品

種が必要である。 

「上育471号」は、低温苗立性が明らかに「ほし

まる」より優れている。また熟期は｢ほしまる｣並に

早く、｢ほしまる｣並以上の収量性があるなどの特性

により早生品種による直播栽培の主要地帯である

道北及び道央地域において、直播栽培での収量性向

上、安定生産が可能であるとして平成30年1月に

北海道優良品種に認定された。平成30年度は道内

各地に普及展示圃を設けて調査・展示を行った。 

2. 育成経過 

平成20年に北海道立上川農業試験場（現 北海

道立総合研究機構農業研究本部上川農業試験場）に

おいて、直播向け品種の育成を目標に、低温苗立性

の良い「緑系07216」(ホクレン農業協同組合連合

会との共同研究により育成）を母、早生で耐冷性、

耐病性の強い「上系06181」を父とした人工交配を

行い、その雑種後代から育成した。 

 

3. 特性の概要 

(1) 「上育471号」は低温苗立性が「ほしまる」よ

り優れる。湛水土中苗立率、機械播種による直

播栽培での苗立率、低温発芽率が「ほしまる」

より高い（図1、表1）。 

(2) いもち病圃場抵抗性が「ほしまる」より強い（表

1）。 

(3) 玄米品質が「ほしまる」より良い（表1） 

(4) 収量が「ほしまる」よりやや多い（図2、表1） 

(5) 出穂期、成熟期、耐倒伏性は「ほしまる」並。

稈長は「ほしまる」よりやや長く、穂長は「ほ

しまる」並。穂数は「ほしまる」より少ない。

割籾の発生は、「ほしまる」より多い（表1）。 

(6) 穂ばらみ期耐冷性は「ほしまる」と同じで、開

花期耐冷性「ほしまる」より強い（表1）。 

(7) 食味は「ほしまる」並で、アミロース含有率は、

「ほしまる」よりやや低く、蛋白質含有率は「ほ

しまる」と同程度（図3、表1）。 

 

4. 普及態度 

(1)普及見込み地帯：直播；上川、留萌、空知、石

狩、後志、渡島、檜山各振興局管内の「ほしまる」

の湛水直播栽培適地に準じた地域 

移植；オホーツク、上川、留萌、空知、石狩、後

志、胆振、日高、渡島、檜山各振興局管内 

(2)普及見込み面積：1,000ha 

 

5. 栽培のポイント 

・播種量：当面は慣行と同じ375粒/m2。 

・施肥量：当面は慣行と同じ量。 

・播種後の水管理：速やかな落水が基本。出芽に応

じた早めの湛水。 

・栽培管理：カメムシ防除が必要。倒伏回避のため

適量施肥や中干しが有効。 

 

なお、本成績は平成27～31年実施の農林水産

業・食品産業科学技術研究推進事業「新たな簡易米

飯評価法を用いた実需ニーズに対応した業務用多

収品種の開発」（27031C）の研究成果である。 
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解説）低温苗立率：水温を低く（13-14℃）設定 

した条件（低温苗立性検定：室内検定）での苗立率 

 

 

 

表1　直播栽培における「上育471号」の生育、収量および特性

上育471号 8. 5 9.21 73 15.4 754 54.4 102 22.6 26.8 中 1下 3.5 19.0 6.9

ほしまる 8. 6 9.22 69 15.6 787 53.4 (100) 24.4 5.1 中 2上 4.3 20.6 7.1

機械直播

苗立率 苗立率

（％） （％） （％）

上育471号 45.5 中-やや強 49.6 65.4 やや強 極強 やや強

ほしまる 10.7 弱 9.6 56.2 やや強 強 中

注1)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27～29年、直播栽培、n=15)。

注2）割籾歩合：育成地（平成27～29年）の平均値。

注3）玄米品質：育成地（平成27～29年）の平均値。9ランクで計算。数値は上下：3、中上：4，中中：5。

注4）低温苗立性：育成地（平成24～29年）の平均値。冷水（水温13-14℃）掛け流し、種子消毒後浸漬有り、催芽無し、播種深度1cm。

注5）湛水土中苗立率：育成地（平成25～29年）の平均値。圃場湛水条件、種子消毒後浸漬有り、催芽無し、播種深度1cm。

注6）低温発芽率：育成地（平成25～29年）の平均値。シャーレ試験、15℃設定、種子消毒後浸漬無し、催芽無し。

注7）機械直播苗立率：育成地（平成25～29年）の平均値。機械条播、圃場落水出芽法、種子消毒後浸漬無し、催芽無し。
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図3 食味官能試験結果(直播栽培、n=10)

(各項目とも-2～+2までの5段階評価の平均値、

人数：11～21人）
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多収なポテトサラダ用ばれいしょ「北育２４号」

道総研 北見農業試験場 研究部 作物育種・生産環境グループ

中央農業試験場 作物開発部 作物・生物工学グループ

病虫部 予察診断グループ

十勝農業試験場 研究部 地域技術グループ

１．はじめに

北海道のばれいしょ栽培面積は、平成28年で

51,200haであり、そのうち３分の１は生食用品

種が作付けされている。このうちスーパー等で

家庭向けに販売される用途が減少しているのに

対し、ポテトサラダ、コロッケ等に使用される

業務加工用の需要は増加傾向にある。しかし、

作付面積は減少の傾向にあり、業務加工用原料

の安定供給のために収量性の向上が要望されて

いる。また、ばれいしょの安定生産にとって健

全な種いもの供給は重要であるが、種いも生産

では罹病株の抜き取りを始め栽培管理の負担が

大きいため、これを担う農家数は減少している。

このため種いも生産場面における作業軽減が可

能なウイルス病抵抗性品種への要望が高まって

いる。

２．育成経過

「北育 24 号」は、病害抵抗性に優れる業務加

工（ポテトサラダ）原料用品種の育成を目標と

して、平成 19 年に北見農業試験場において、「さ

やか」を母、「K03014-1」（「サクラフブキ」由

来のＹモザイク病抵抗性、「スノーマーチ」由来

のそうか病抵抗性を合わせ持つ）を父として人

工交配を行い、選抜された品種である。平成 25

年に「北系 52 号」、平成 27 年に「北育 24 号」

を付与して実用性を検討してきた。

３．特性の概要

１）枯ちょう期は「さやか」と同様の"中生"で

ある(表 1)。

２）上いもの平均重は「さやか」よりやや軽い

が、上いも数が「さやか」より多く規格内い

も重は「さやか」を上回る(表 1）。

３）ジャガイモシストセンチュウ抵抗性を持ち、

Ｙモザイク病抵抗性が"強"、そうか病抵抗性

が"中"で、「さやか」より優れる(表 2）。

４）塊茎の形は「さやか」と同様の"短卵形"で

ある。目は"やや浅"で、肉色は"白"である。

中心空洞の発生は「さやか」並の"無"、褐色

心腐の発生は「さやか」並の"微"である(表 3）。

５）ポテトサラダ加工適性は、「さやか」と同様

の"やや良"である(表 4）。

４．普及態度

「北育24号」を「さやか」と置き換えて普及

することにより、業務加工用原料の安定供給が

可能となり、北海道ばれいしょの安定生産及び

栽培振興に寄与できる。

１）普及見込み地帯：北海道

２）普及見込み面積：1,500ha

３）栽培上の注意事項

(1)休眠期間が"やや短"であるので、収穫後の

貯蔵温度に留意する。

(2)上いもの平均重が「さやか」に比べ軽いの

で、やや疎植にするのが望ましい。

なお、本成績は、平成 27 ～ 30 年実施のイノベ

ーション創出強化研究推進事業「実需者ニーズ

に対応した病害虫抵抗性で安定生産可能なバレ

イショ品種の育成」の研究成果である。
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表１ 生育および収量成績

注：上いもは 20 ｇ以上、規格内いも重は 60 ～ 260 ｇ。

現地試験における規格内いも重は 60 ｇ以上、収量比は「男爵薯」比を示す。

表２ 病害虫抵抗性

表３ 塊茎の特性

表４ ばれいしょ加工適性研究会におけるポテトサラダ加工適性評価

注：数値はそれぞれの評価となった回数を示す（H25 ～ 28 年実施 同一年次に複数回の評価を実施）。

ばれいしょ加工適性研究会による総合評価

（◎：良、○：やや良、□：中、△：やや否、×：否の５段階評価）

品種・系統名 北育24号 さやか 男爵薯

ジャガイモシストセンチュウ抵抗性 有 有 無

疫病圃場抵抗性 弱 弱 弱

塊茎腐敗抵抗性 中 やや強 弱

Ｙモザイク病抵抗性 強 弱 弱

そうか病抵抗性 中 弱 弱

品種・系統名 北育24号 さやか 男爵薯

形 短卵 短卵 円
皮色 淡ベージュ 淡ベージュ 淡ベージュ
肉色 白 白 白
目の深さ やや浅 浅 深
休眠期間 やや短 やや長 やや長
褐色心腐 微 微 微
中心空洞 無 無 中
二次成長 少 微 微
打撲黒変耐性 強 強 中

品種

系統 □ ○ ◎ △ □ ○

北育24号 2 10 0 0 4 12 ○

さやか 1 4 7 0 8 6 ○

トヨシロ 4 4 1 7 7 2 □

Ａ　社 Ｂ　社 総合
評価

調査場所

調査年次

品種・系統名 北育24号 さやか 男爵薯 北育24号 さやか 北育24号 男爵薯

項目 (対照) (比較) (対照) (比較)

早晩性 中生 中生 早生

枯ちょう期(月/日) 9月12日 9月12日 8月31日 9月6日 9月6日 9月4日 8月22日

終花期の茎長(cm) 67 67 53 63 58 65 50

上いも数(個/株) 11.7 9.1 11.5 14.0 10.3 12.1 10.9

上いもの平均重(g) 116 132 91 92 111 91 84

上いも重(kg/10a) 5,813 5,228 4,634 5,657 5,018 5,001 4,186

　対「さやか」比 (%) 111 100 89 113 100 119 100

規格内いも重(kg/10a) 4,907 4,295 3,983 4,849 4,381 4,364 3,456

　対「さやか」比 (%) 114 100 93 111 100 126 100

でん粉価(%) 15.9 15.0 15.2 15.0 14.6 16.2 14.8

北見農試(育成機関) 試験研究機関平均 現地試験平均

平成27～30年
平成27～30年
のべ12カ所

平成28～30年
のべ13カ所



平成31年に特に注意を要する病害虫 
道総研 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31年

に特に注意すべき病害虫について報告する。 
 
２． 平成30年の病害虫の発生状況 

 平成30年は6月中旬から7月上旬の多雨によ

り、小麦の赤かび病、たまねぎの軟腐病が多発し

た。この時期の多雨により、水稲のいもち病、ば

れいしょの疫病およびてんさいの褐斑病の早発あ

るいは多発が懸念されたが、7月中旬以降の少雨

傾向などにより、少発生にとどまった。りんごの

黒星病は、上記の多雨に加え、8月にも好適条件

が見られたことから多発した。一方、害虫は多雨

傾向により加害活動や産卵等が抑えられたことに

より、多くが少発生となった。 
 主要病害虫で多発となったのは、小麦の赤かび

病、たまねぎの軟腐病、りんごの黒星病および腐

らん病であった。やや多発となったものは、水稲

のイネミギワバエ、小豆の落葉病、ばれいしょの

軟腐病、りんごの斑点落葉病であった（表1）。秋

まき小麦のなまぐさ黒穂病は本年も全道で発生が

認められたが、発生・被害面積は前年よりも減少

した。 
表1 平成30年に多発・やや多発した主要病害虫 
作物名 病害虫名 

水稲 イネミギワバエ 

秋まき小麦 赤かび病 

春まき小麦 赤かび病 

春まき小麦

（初冬まき） 

赤かび病 

小豆 落葉病 

ばれいしょ 軟腐病 

たまねぎ 軟腐病 

りんご 黒星病、斑点落葉病、腐らん病 

下線は多発生となった病害虫を示す 

 
３． 平成31年に特に注意を要する病害虫 

（１） りんごの黒星病 

黒星病は葉だけでなく、果実にも病斑を形成す

るため、著しい収量減の要因となる。近年の多発

傾向を受け、平成30年度に注意を要する病害虫

として、また、4月11日には注意報を発表して注

意喚起を行ったが、平成30年も多発した。 
本病は平均気温が15～20℃で多雨のときに多

発しやすい。平成30年は6月中旬からの多雨や

8月の低温多雨により発生に好適な条件となっ

た。病原菌は落葉や果実、枝にできた病斑上で越

冬するため、平成31年においても感染源は多い

と推測されるため、防除時期を逸しないように薬

剤を散布する。加えて、近年夏季の多雨傾向が続

いていることから、重点期の防除はもちろん、そ

れ以降も降雨前に薬剤を散布する。散布間隔の開

きすぎや散布水量の不足した園地、防除機の切り

返し地点など、防除が不十分な場所で発生が目立

つことから、薬剤散布においては適切な水量を遵

守し丁寧に散布する。 
平成30年は、道外複数の産地において地域外

から導入した苗で黒星病が多発した事例が報告さ

れている。新規に苗を導入する際には、その後の

発病状況をよく観察するとともに、苗木であって

も他の樹と同様に防除を実施する。 
また、青森県では、DMI剤およびQoI剤に対

する耐性菌の出現が確認されている。道内におけ

るDMI剤に対する感受性低下事例は確認されて

いないものの、本系統も含め同一系統薬剤の連用

は避ける。 
 
（２） りんごの腐らん病 

腐らん病はりんごの最重要病害であり、主幹、

主枝および枝梢部に発生して胴枯れ、枝枯れ症状

を引き起こす。冬期間を除くほぼ通年、樹皮に形

成された子のう殻や分生子殻（柄子殻）から胞子



が分散する。このため、りんご栽培期間全体にわ

たって本病に対する警戒が必要である。 
本病は多くの園地で発生がみられ、これまでも

注意喚起を行ってきたが、平成30年には発生面

積率83.0％、被害面積率28.1％と多発した。その

ため、平成31年においても、感染源の多い状況

が続くと予想される。また、本病においては、樹

勢が低下することにより被害を受けやすくなる。

平成30年は7月に台風から変わった低気圧、9
月に台風21号が北海道周辺を通過しており、損

傷を受けた樹もあると推察されるため、注意が必

要である。 
本病の対策としては樹勢を維持することが最も

重要であるため、「りんご腐らん病総合防除対策

指針」に基づき、適切な剪定、施肥、土壌管理、

干害防止のための草生管理、適正な着果量の確保

など、基本管理を徹底する。また、伝染源を除去

するために、園地をよく観察し、病斑を見つけ次

第速やかにり病枝の切り落としや病患部の削り取

りを行う。切り取った枝や削り取った樹皮も園内

に放置すると感染源となるため、必ず園外に持ち

出して適正に処分する。削り取り部の他、せん

定、摘果などによる傷も感染口となるので、ゆ合

剤を塗布するとともに薬剤の枝幹散布も行い、本

病に感染しないよう管理する。また、収穫後の休

眠期防除も実施する。 
 
４． 平成30年に新たに発生を認めた病害虫 

 平成30年に新たに発生を認めた病害虫は12
（病害9、害虫3）である。一部を抜粋して紹介

する。 
（１）トルコギキョウのベと病（新称・国内新発

生） 

株が黄化し、葉に灰色のかびが密生する。被害

が進むと、葉の奇形や茎の曲がりも発生する。詳

細は、平成30年度病害虫発生予察情報第12号

（特殊報第1号）を参照のこと。 
 

（２）たまねぎの黒腐菌核病（新発生） 

 生育不良や立ち枯れ症状を引き起こしたたまね

ぎの鱗茎に、0.5mm程度の菌核が形成される。

低温で発生しやすい病害であるため、道内では春

植えの時期に早期に立ち枯れ等を引き起こしたと

考えられる。貯蔵中に発生することも知られてい

るが、道内では今のところ貯蔵中の発生は認めら

れていない。 
 
（３）カーランツのブドウワタカイガラムシ（新

発生） 

 茎上に綿状の卵のうを伴うカイガラムシの成虫

が認められた。高密度に寄生した場合には雌成虫

と卵のうで枝の一部が覆われるような状態になっ

た。また、寄生部には、アリの随伴も確認され

た。本種は広食性であるため、りんごなどのバラ

科果樹やぶどうにおいても今後注意が必要であ

る。 
 
（４）小麦のなまぐさ黒穂病（病原の追加） 

 近年北海道内で発生しているなまぐさ黒穂病菌

を同定したところ、小麦ではこれまで報告のなか

ったTilletia controversaであった。本菌は土壌伝

染することが確認されている。 
 
（５）てんさいの黄化病（病名の変更・病原の変

更） 

 近年北海道内で発生していたテンサイ西部萎黄

病の病原ウイルスについて詳細を調べたところ、

従来報告されていたウイルスとは異なるものであ

った。その結果、新たに病名として、テンサイ黄

化病、病原ウイルス名として、Beet leaf 
yellowing virus（ビート黄葉ウイルス）がホクレ

ン農総研より提案された。 
 
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、そちらもご覧く

ださい。 



トマト促成栽培作型における二酸化炭素施用効果の確認

１ 活動の背景（H26～28年）

ハウスの温度管理作業の省力化を目指し、自動換気装置の導入に向けた活動を行った。
省力化技術検討会を開催し、地域において自動換気装置への理解が深まり、旭川市・鷹栖町で
導入が進んだ。
自動換気装置を導入した農家からは「省力化だけでなく、温度管理の適正化にもつながった」、
「昼にゆっくり休めるようになった」などの導入のメリットが聞かれた。

自動換気装置の導入をきっかけに、栽培環境を測定してみたいとの意向が高まり、環境測
定器を導入する農家も現れた。
導入した農家では、温度を中心とした管理作業の参考として役立てていた。
測定データを分析したところ、3～5月の早朝から昼前を中心に二酸化炭素濃度が外気の
濃度を下回り、不足していたことが判明した。

H２６～２７年 省力化技術の導入推進H２６～２７年 省力化技術の導入推進

自動換気装置の導入棟数ハウス自動換気装置

環境測定器

上川農業改良普及センター
普及指導員 河村 倫希

●自動換気装置の導入が進み、温度管理作業の省力化につながった。
●環境制御技術についての関心が高まった。

旭川市 鷹栖町

H２６ 19棟 25棟

H２７ 158棟 8棟

H２８ 51棟 13棟

合計 228棟 46棟

省力化技術検討会

H２８年 栽培環境の測定H２８年 栽培環境の測定

晴天日の
環境測定事例

●栽培環境の測定により、作物に最適な環境を整えるための気づきにつながった。
●午前を中心に二酸化炭素が不足していることが明らかとなった。

二酸化炭素の施用で収量・品質が向上するのでは？

二酸化炭素濃度が
外気濃度（400ppm）
を下回っていた。
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２ トマトにおける二酸化炭素施用効果の確認（H29～30年）

３ 今後の対応

二酸化炭素の施用を継続し、栽培管理の改善に引き続き取り組みについて引き続き支援する。

出荷量の推移

日最低二酸化炭素濃度の月平均 晴天日の温度の推移（4月下旬）

H２９年 二酸化炭素の施用を開始H２９年 二酸化炭素の施用を開始

二酸化炭素の施用により、日最低二酸化炭素濃度は4月と5月と
もに改善。
夜間から早朝にかけての温度が低く、施用した二酸化炭素の吸収
が妨げられた。
着果数の増加は見られたが、出荷量は増加しなかった。

H３０年 二酸化炭素の施用＋温度管理の改善H３０年 二酸化炭素の施用＋温度管理の改善

●光合成のボトルネックであったと考えられる温度管理の改善を行う必要がある。

加温機の温度設定改善により、夜間から早朝の温度が4月と5月ともに改善。
３～５段を中心に着果数と着果率が向上。
出荷量が増加して地域平均を上回り、A等級の割合も増加した。

段ごとの着果数、着果率

等級別出荷量の推移

栽培管理によっては、二酸化炭素の施用のみでは出荷量の向上に結びつかない可能性がある。

普及活動上の留意点普及活動上の留意点

●温度管理等の生育環境を整えたハウスでは、二酸化炭素施用の効果が得られる。

1 2 3 4 5 6 7 8 平均

H30 5 .0 4 .9 5 .0 4 .0 4 .2 3 .2 1 .7 3 .1 3 .9

H29 4.4 4.6 3.4 2.0 3.4 4.2 2.8 3.0 3.5

H28 6.0 5.2 3.3 1.1 1.4 2.1 3.4 2.9 3.2

H30 84 .7 80 .3 86.2 71 .4 82 .4 61 .5 48.6 67.4 72 .8

H29 84.6 74.2 65.4 37.0 65.4 70.0 63.6 65.2 65.7

H28 95.2 86.7 61.1 25.0 26.9 37.5 70.8 69.0 59.0

着果段

着果率
(％)

着果数
(個)

二酸化炭素発生装置

晴天日の温度の推移（4月下旬）
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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

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/


