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１）そうだったのか！北海道のコムギなまぐさ黒穂病 

（研究成果名：北海道で発生するコムギなまぐさ黒穂病の特性と耕種的防除法） 

道総研 中央農業試験場 病虫部 クリーン病害虫G、予察診断G、 

上川農業試験場 研究部 生産環境G、 

食品加工研究センター 応用技術部 応用技術G 

北海道農研・生産環境研究領域・病虫害Ｇ、 

北海道農政部生産振興局技術普及課、 

東神楽町麦作生産部会 

 

１． 試験のねらい 

小麦のなまぐさ黒穂病は、近年まで発生がほと

んどないマイナー病害であったが、2006年頃より

一部で被害が顕在化し、その後発生面積が増加し

て2016年には5振興局（空知、石狩、胆振、上川、

オホーツク）で1000haを超える大発生となった。 

本病が発生すると、減収のみならず、被害粒が

特徴的な「なまぐさ臭」を発するため生産物や施

設が汚染され大きな被害となる。しかし、道内で

は本病に対する知見がほとんどないことから、こ

こではまず近年北海道で多発している病原菌を明

らかにし、その症状の特徴を整理するとともに、

本病の発生生態の解明し耕種的対策を検討する 

なお、本成績は2017～2019年度実施の革新的技

術開発・緊急展開事業「小麦なまぐさ黒穂病の効

果的防除技術の開発」の研究成果である。 

 

２． 試験の方法 

１）病原菌の同定と症状の解明 

２）なまぐさ臭の特性解明 

３）発生生態の解明 

４）耕種的防除法の開発 

 

３．試験の結果 

１）近年北海道の秋まき小麦で発生しているなま

ぐさ黒穂病菌は、本州で発生している病原菌（テ

ィレティア・カリエス）とは、別の菌種（ティレ

ティア・コントロベルサ）であることが明らかと

なった。なお、本菌による小麦のなまぐさ黒穂病

は国内未発生であった。 

２）本病に感染した茎は草丈が低く、4～5月から

葉身に黄化症状を示した。葉の黄化症状は感染茎

の9割以上で認められたことから、早期発見の目

安になると考えられる。一方、葉に黄化症状を示

さない茎でも発病する場合があることから、圃場

で発生の有無を判断する際には穂の症状を確認す

る必要がある。厚膜胞子の充満で粒が膨らむこと

による穎の開きなど、穂が明らかな病徴を示すの

は出穂20日目以降である。 

３）なまぐさ臭の原因物質を調査した結果、トリ

メチルアミンの他6種の化学物質が関与すること

が明らかとなった。なまぐさ臭の強さは乳熟期こ

ろに最も強く、収穫期では大きく減少し平均で乳

熟期の12％程度となった。品種や地域によって原

因物質やにおいの強さに違いは認められず、登熟

期間中の降雨は臭いの強さに影響しなかった。ま

た、発病粒のにおいの強さは保存、乾燥で減少し

た。発病粒（厚膜胞子）を人為的に混入させたモ

デル試験では混入率 0.017%（6000 粒に 1 粒）で

は健全粒と比較してにおいの差がなかったが、

0.05%（2000 粒に 1 粒）では差が感知される場合

があった。さらに、混入率 0.017%では製粉時の加

水によるにおいの増加や、保存容器を介しての健

全粒へのにおい移りも確認できなかった。 

４）本州（埼玉県）で発生している病原菌は種子

伝染するのに対して、現在北海道で発生している

病原菌は土壌伝染し種子伝染しない（表１）。本病

は土壌表面の厚膜胞子が10月下旬以降に発芽し、

植物体に感染していると考えられる。小麦には主

に積雪下で感染していると考えられ、発病には積

雪条件が必要である。また、積雪期間が長いほど

発病は増える（図１）。 
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５）道内ではこれまで秋まき小麦でのみ発病が確

認されている。春まき小麦における発生リスクを

調査した結果、積雪条件を経ない春まき栽培では

発生リスクは極めて低く、作付けに問題ないと考

えられる。一方、初冬まき栽培ではリスクがある

ので注意を要する。 

６）本病は個体が小さいほど感染しやすいため、

遅まきは本病の発病を助長する。適期に播種し十

分な生育量を確保することで本病の被害を軽減で

きる。また、浅まきにより発病が増加するため、

適正な播種深度で播種することが重要である（図

２）。 

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

用語の説明 

厚膜胞子：厚い殻があり長期間生存することがで

きるかびの胞子。 

トリメチルアミン：魚臭をもつ物質。魚が腐敗す

るときに生じる臭いの原因のひとつ。 

 

（図表）

 

土壌表面接種 36.0

種子粉衣 0.0

土壌表面接種 0.0

種子粉衣 17.1

厚膜胞子の
接種方法

菌の由来 菌種名

ティレティア・コントロベルサ北海道

ティレティア・カリエス埼玉県

(%)

発病穂率

表１. 北海道と本州の病原菌の接種方法の違いによる発病程度の比較（2018年、上川農試） 
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図１播種時期の異なる小麦における発病穂率の比較（2018年、上川農試） 
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図２.播種深度が発病に及ぼす影響（2019年、Ａ市現地、中央農試） 

＊括弧内の数値は標準に対する百分比を示す。 
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２）令和２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令和２年に

特に注意すべき病害虫について報告する。 

 

２． 令和元年度の病害虫の発生状況 

 令和元年度は春季の高温少雨（多照）により、

小麦の赤さび病が多発し、また、水稲のアカヒゲ

ホソミドリカスミカメやたまねぎのネギアザミウ

マが早発・多発した。ネギアザミウマは夏季の高

温傾向により、キャベツ等の葉菜類でも被害が認

められた。一方で8月を除く栽培期間のほとんど

が少雨傾向だったため、多くの病害で発生量は少

なくなった。りんごの黒星病は、8月が並温で多

雨だったため多発した。 

 主要病害虫で多発となったのは、水稲のヒメト

ビウンカ、アカヒゲホソミドリカスミカメ、秋ま

き小麦の赤さび病、たまねぎのネギアザミウマ、

りんごの黒星病、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、春まき小

麦のムギキモグリバエ、たまねぎのタネバエ・タ

マネギバエ、だいこんの軟腐病、りんごの斑点落

葉病、ハダニ類であった（表1）。この他、秋まき

小麦の縞萎縮病の発生が道東を中心に目立った。 

 

表1 令和元年度に多発・やや多発した主要病害

虫 

作物名 病害虫名 

水稲 ヒメトビウンカ、アカヒゲホソミドリ

カスミカメ、イネミギワバエ 
秋まき小麦 赤さび病 

春まき小麦 ムギキモグリバエ 

たまねぎ ネギアザミウマ、タネバエ・タマネギ

バエ 
だいこん 軟腐病 

りんご 黒星病、斑点落葉病、腐らん病、ハダ

ニ類 

下線は多発生となった病害虫を示す 

 

３． 令和２年に特に注意を要する病害虫 

（１） 秋まき小麦の赤さび病 

赤さび病は高温多照の気象条件で多発しやす

く、このような気象条件となった令和元年度は空

知、上川地方をはじめ、全道で発生が目立った。

道内で作付けされている秋まき小麦の主力品種

「きたほなみ」の本病に対する抵抗性は”やや

強”であるが、近年発生が目立つようになってお

り、抵抗性”弱”品種に準じた防除が必要であ

る。本病による被害を抑えるためには、止葉抽出

から穂ばらみ期に１回、開花始に１回（赤かび病

との同時防除が可能）の薬剤散布が必要である。

上位葉で発病が認められてからの防除では十分な

効果が得られないため、発病が懸念されるほ場に

おいては、前述の時期に防除を開始する。 

 

（２） 秋まき小麦の土壌病害 

令和元年度は道東地方で縞萎縮病の発生が目立

った。また、道央や道東地域では立枯病によって

早期に枯れ上がるほ場が散見された。これらはい

ずれも土壌中に存在する病原が原因となる。ま

た、近年問題となっているなまぐさ黒穂病も土壌

伝染することが明らかになっている。これらの土

壌病害は連作により顕在化し、被害が深刻化す

る。 

対策としては、土壌中の病原体を根絶すること

は難しいため、耕種的な対策を総合的に実施する

ことになる。特に土壌病害に共通する基本的な対

策として、連作や短期輪作を避けることが重要で

ある。 

 

（３） 野菜類のネギアザミウマ 

 ネギアザミウマはたまねぎ、ねぎなど野菜類の

重要害虫であり、高温少雨条件で多発しやすい。

令和元年度は5月に記録的な高温となり、本種が

早発し、6～7月も高温少雨に経過したため、過去
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に例を見ない多発生となった。また、本種はネギ

類以外の野菜も食害し、キャベツでは8月に結球

部被害が発生し、廃耕になったほ場もあった。 

 防除対策としては、防除開始適期を逸しないこ

と、効果の高い薬剤を適切な間隔で散布すること

が重要である。近年、5月が高温に経過すること

も多いため、防除開始適期が本年のように早まる

ことを想定する必要がある。また、夏季の高温時

期に栽培する作型では栽培期間を通して防除を実

施する必要がある。 

 

（４） りんごの黒星病 

 黒星病はりんごにおける重要病害であり、果実

にも病斑を形成するため、発生すると商品価値を

損なう。令和元年度は平成30年度に比べて被害

面積率が低下したが、依然として発生面積率が高

く、翌年の伝染源が多いと推測される。 

 防除対策としては、本病は発生量が増加してか

らの防除では防ぐことが難しいため、初期の防除

時期を逸しないことが重要である。また、平成30

年度には道内一部の地域で、基幹薬剤として用い

られてきたQoI剤に対する耐性菌やDMI剤に対

する感受性低下菌の出現が確認されており、防除

薬剤の選択においては特に注意する必要がある。 

 

（５） 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、胴枯

れ、枝枯れ症状を引き起こす。冬期間を除くほぼ

通年、病原菌の胞子が飛散・分散するため、りん

ごの栽培期間全体にわたって注意が必要である。 

 本病はこれまでも道内での発生量が多く、注意

喚起を行ってきたところであるが、本年も多発し

た。そのため、令和２年度においても、伝染源が

多いと予想される。 

 防除対策としては、薬剤のみで抑えることは困

難なため、発病部位を物理的に取り除き、園外で

処分することと、樹勢を維持して病気に罹りづら

い樹を育てることが重要である。 

 

 

４． 令和元年度に新たに発生を認めた病害虫 

 令和元年度に新たに発生を認めた病害虫は17

（病害8、害虫9）である。一部を抜粋して紹介

する。 

（１）小麦のミドリハダニ（新寄主） 

症状は糸状菌による葉枯症状と似た斑紋が発生

する。虫体はナミハダニに似るがやや小型で、体

色は乳白色で暗緑色の斑紋を伴う。ほ場内の発生

場所は周縁部に留まっていた。 

 

（２）ゆきなのリゾクトニア病（新称・国内新発

生） 

 冬期間無加温ハウス内で発生。収穫期に葉身が

褐変腐敗、また葉柄が土壌と接する株元部分に腐

敗が発生。病原菌はRhizoctonia solani AG-2-1

（培養型 II）である。 

 

（３）りんごのリンゴコスカシバ（国内新発生） 

 6月中旬から7月上旬にかけて、体長15mm程

度で体色は乳白色、頭部や胸背は赤褐色を呈する

幼虫が樹体を食害する。食害を受けた部位では、

樹皮に樹液が漏出している様子が確認され、樹皮

下に形成された空隙にはしばしば樹液が充満す

る。 

 

（４）ぶどうのブドウサビダニ（新発生） 

 新梢の生育が遅延する。展葉した若葉は生育が

遅く、下向きに巻き、葉脈に沿って褐変が認めら

れる。成葉では葉全体に薄墨を塗ったような変色

が認められる。ダニの体長は0.2mmにも満た

ず、紡錘形で淡橙黄色、葉表に多数の寄生が認め

られる。 

 

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。 
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３）アスパラも コーンも ＭＡフィルムでフレッシュ流通 

（研究成果名：MA包装フィルムを用いたグリーンアスパラガスおよびスイートコーンの流通技術） 

道総研 花･野菜技術センター 研究部 生産環境G 

 

１． 試験のねらい 

北海道産の青果物は消費地への輸送に時間を要

するため、その間の品質保持技術が求められてい

る。一方、青果物周辺を高二酸化炭素濃度、低酸

素濃度に雰囲気調整（Modified Atmosphere）する

包装資材（以下MAフィルム）を用いて、品質や鮮

度を高く維持する試みが、様々な品目で行われて

おり、道総研ではホクレンと共同でブロッコリー

に対するの成果を取りまとめ(H29 普及推進)、す

でに一部JAで導入された。これを踏まえ、品目拡

大として、グリーンアスパラガス(以下アスパラ)

とスイートコーン(以下コーン) 対するMAフィル

ムの品質保持効果の評価と、これを用いた実証を

行い､従来の方法に比べ経費低減し、高い品質保持

が可能な流通技術を開発することを目的に試験を

行った。 

２． 試験の方法 

１）蔵置試験および輸送実証試験によるアスパラ

の品質保持効果の検討 

①蔵置モデル試験 包材:アスパラ用市販MA フィ

ルムMA-A､保冷剤入り発泡箱(従来、以下発泡箱)､

段ボール｡温度:5℃～15℃｡保管日数:2～3日。調査

項目:臭気､外観､内部成分､食味等｡②輸送実証試

験 包材:アスパラ用市販 MA フィルム MA-A､

B(ガス透過性が異なる)､発泡箱､段ボール。道内4

カ所から関東および札幌へ､4回実施。 

２）蔵置モデル試験および輸送実証試験によるコ

ーンの品質保持効果の検討 

①蔵置モデル試験 包材:コーン用市販MA フィル

ム MA-C､D(ガス透過性が異なる)､段ボール(従来)｡

温度:5℃～20℃｡保管日数:2～14 日｡調査項目: 臭

気､外観､内部成分､食味等｡②輸送実証試験 道内

4カ所から関東･東海へ5回実施｡ 

３．試験の結果 

１）アスパラの蔵置試験においてMAフィルムお

よび発泡箱を用い13℃以上で保管した場合、異臭

の発生、食用不適となるような異味の発生など品

質上の問題があったが、10℃以下の保管ではその

ような問題は発生しなかった。10℃保管では MA

フィルム区は発泡箱区と同等の外観、糖含量、食

味であり、段ボール箱区と比べると外観の異常が

少なかった(表 1)。また、輸送実証試験において

MA フィルム区は概ね発泡箱区と同程度の品質で、

段ボール箱区より外観異常の発生が少なかった。

しかし､流通中の温度が高めに推移し長時間にわ

たる輸送の場合、臭気の発生が見られることがあ

った(表 2)。以上より MA フィルムは発泡箱と同

等の品質でアスパラを流通できると考えられた。

包材費は発泡箱の約335円/箱に対しMAフィルム

使用で約300円/箱と1割程度削減できると試算さ

れた(ホクレン概算)。 

２）コーンの蔵置試験においてMAフィルムを用

いた 15℃以上の保管で異臭の発生が認められた

(表3)｡一方、10℃保管では14日後でも異臭の発生

は見られなかった(データ略)。段ボール区でえく

ぼ粒､変色粒､ハスクの枯れやカビの発生など､外

観品質が低下する条件でもMAフィルム区では発

生が少なかった｡食味は MA フィルム区が同等か

優る傾向にあった(表 3)｡輸送実証試験において

MA フィルム区は食味が概ね高く評価され(表 4)､

流通業者からハスクのみずみずしさ等の外観が優

ると評価された｡以上より MA フィルムは従来の

段ボール箱より外観異常の発生を抑えつつ､同程

度以上の食味でコーンを流通できると考えられた｡

包材費はフィルム代が約 200 円/箱(ホクレン概算)

加算となり増加する。 

３）実証試験では高温でも異臭の発生がない事例

があったが、温度管理された蔵置試験でアスパラ、

コーンとも 10℃を超える温度帯で異臭の発生が

確認されたことから、MA フィルムを使用した流

通でも10℃以下の低温保管・流通が望ましいこと 

に留意すべきである。 
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表 1 包装資材および保管温度が蔵置後のアスパ
ラの品質に与える影響 

 

表 3 包装資材が蔵置後のコーンの品質に与える
影響(17年) 

表4 包装資材が輸送後のコーンの品質に与える影響 

＜具体的データ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

蔵置 包材 えくぼ粒2)

日数 (%) (度)

段ボール なし 0 18.2 －

２日 MA-C4) なし 0 18.6 －

段ボール なし 10 16.4 0(基準)

MA-C なし 0 17.7 1.30*

段ボール なし 10 15.4 0.05

MA-C あり1) 0 17.5 0.58

段ボール なし 10 16.5

MA-C なし 0 17.1

段ボール なし 10 14.9

MA-C なし 0 17.7

1)甘いアルコール様。袋から取り出すと直ぐに消える

2)えくぼ粒は軽度(1粒以上）以上の割合

4)MA-C,DはMAフィルム

3)n=各20名、±3点の尺度で評価（基準が０）

*P<0.05(Steelの検定)

食味

総合評

価3)

保管

温度

異臭

(官能)

外観異常
Brix

6日

5℃

10℃

5℃

10℃

15℃

年 流通時間 包材 異臭 糖含量1) 食味2)

次 発 着 平均温度 (官能) (%) （総合）

石狩 名古屋 68時間 段ボール なし 11.2   0(基準)

管内 中央 13.9℃ MA-C3) あり4) 12.4 0.55

上川 横浜 49時間 段ボール なし 8.0 0(基準）

管内 南部 17.2℃ MA-Ｃ なし 8.1 0.85

石狩 横浜 50時間 段ボール なし 12.0 0(基準）

管内 中央 7.8℃ MA-Ｃ なし 12.6 0.17

十勝 東京 47時間 段ボール なし 7.6 0(基準）

管内 多摩 10.1℃ MA-Ｃ なし 7.5 0.25

MA-D なし 7.1 1.10**

十勝 東京 45時間 段ボール なし 8.8 0(基準）

管内 淀橋 12.3℃ MA-Ｃ なし 9.3 1.20**

MA-D なし 9.0 0.55

1)ブドウ糖、果糖、ショ糖含量の和。2)n=各20名、±3点の尺度で評

価（基準が０）。**P<0.01　(Steelの検定）。3)MA-C,DはMAフィ

ルム。4)アルコール様の異臭｡袋から取り出すと消える

2019

発着地

2017

2016

2018

試験年 包材 異臭 茎部屈 糖

穂先 曲角度 含量2） 総合

蔵置日数 （官能） 開き 萎れ （度） （％） 評価3）

2017年 5℃ 発泡箱 なし － － － 4.6

3日間 15℃ 発泡箱 あり － － － 4.5

MA-A4) あり － － － 5.0

段ボール なし － － － 2.8

5℃ 発泡箱 なし 4 0 1.3 2.3 0(基準)

2018年 発泡箱 なし 4 4 1.8 2.3 -0.45

2日間 MA-A なし 8 0 1.1 2.8 -0.10

段ボール なし 40 100 1.5 2.0 -0.15

発泡箱 あり 16 0 3.0 2.3 0.00

MA-A あり 0 0 0.8 2.6 -0.60

段ボール なし 40 100 3.3 2.2 -0.30

1)ｎ＝２０本 2)ブドウ糖、果糖、ショ糖含量の和

3）n=各20名、±3点の尺度で評価（5℃発泡箱区が０）

4)MA-AはMAフィルム

※包材費(ホクレン概算)：発泡箱　発泡箱(\310)＋保冷剤(\25)=\335

　　　MAフィルム（MA-A)　段ボール箱(\100)＋MAフィルム(\200)=\300

外観異常1)(%) 食味

10℃

13℃

保管

温度

検食で異味

(食用不適)

表 2 包装資材が輸送後のアスパラの品質に与え
る影響 

試験 流通時間 包材 異臭 糖含量1) 食味2)

年次 発 着 平均温度 (官能) 穂先開き 萎れ (%) （総合）

石狩 名古屋 47時間 発泡箱 なし 16 15 1.51 ０(基準)

管内 淀橋 15.6℃ MA-Ａ4) なし 5 0 1.67 0.55

段ボール なし 47 57 1.69 -0.10

後志 埼玉 48時間 発泡箱 なし 55 45 2.12 ０(基準)

管内 戸田 11.1℃ MA-Ａ なし 15 0 2.13 0.95*3)

段ボール なし 60 100 2.14 0.00

空知 東京 24時間 発泡箱 あり 20 40 1.95 0(基準）

管内 大田 19.5℃ MA-Ａ あり 0 0 2.08 0.35

段ボール なし 25 20 1.95 0.30

発泡箱 なし 8 98 2.40 ０(基準)

檜山 札幌 22時間 MA-A なし 12 52 1.76 -0.20

管内 中央 17.5℃ MA-B なし 6 30 2.10 -0.05

段ボール なし 28 92 1.95 -0.40

1)ブドウ糖、果糖、ショ糖含量の和。

2)n=各20名、±3点の尺度で評価（発泡箱区が０）

3)*P<0.05（Steelの検定)。4)MA-A、BはMAフィルム

2016

外観異常(%)発着地

2017

2018
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４）道産小麦でスイーツが作れる！菓子用薄力小麦「北見 95号」 

（研究成果名：秋まき小麦新品種「北見95号」） 

道総研 北見農業試験場 研究部 麦類G 

道総研 中央農業試験場 作物開発部 作物G、生物工学G、加工利用部 農産品質G 

道総研 上川農業試験場 研究部 地域技術G 

道総研 十勝農業試験場 研究部 地域技術G、生産環境G 

 

１．はじめに 

北海道では約12.1万haの小麦が作付けされて

いる。このうち日本麺用（「きたほなみ」）が約75％、

パン・中華めん用（「ゆめちから」など）が約25％

を占め、菓子用に特化した品種はない。現在のと

ころ、道産の菓子用原料としては「きたほなみ」

が利用され、その特徴（アミロース含量がやや低

く、生地物性がやや強い）に合わせた商品が開発

されている。しかし、「きたほなみ」の品質特性で

は使用できる商品が限られるため、同品種より生

地物性が弱い薄力で、菓子適性に優れた道産小麦

が強く求められている。 

 

２．育成経過 

「北見95号」は、菓子用として選抜された「北

系1840」を母、日本麺用で収量性と各種障害耐性

が優れる「きたほなみ」を父として 2009年6月に

北見農業試験場で人工交配を行い、選抜・固定を

図った品種である。 

 

３．特性の概要 

「きたほなみ」と比較して次の特性を有する。 

１）アミロース含量が高い。ファリノグラムのバ

ロリメーターバリュウ（V.V.）の値は低く、生

地物性が弱い薄力的性質を示す（表１）。 

２）クッキーの直径が大きく、クッキー適性が優

れる（表１）。 

３）実需者による加工適性試験では、スポンジケ

ーキの体積が大きく、口溶けの評点がやや高い

ことから総合点が上回り、加工適性は優れる 

（表２）。 

４）成熟期と稈長、千粒重、原粒の蛋白質含量は

同等で、容積重はやや軽い（表３、表１）。 

５）耐雪性は“やや強”、穂発芽性は“やや難”で、

いずれも同等である（表４）。 

６）収量性は同等である。ただし、開花期前後（出

穂期7日後から14日間）の日照時間が少ないと

「きたほなみ」より低収となりやすい（図１）。 

 

４．普及態度 

「北見95号」を全道の秋まき小麦の一部に置き

換えて普及することで、道産小麦に対する多様な

ニーズに応え、道産小麦の付加価値の向上に寄与

することが期待される。 

 

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）赤かび病抵抗性は“中”であるが、「きたほ

なみ」より発病がやや多い事例があることか

ら赤かび病の適切な防除に努める。 

（２）菓子用品種であるため、子実の蛋白質含量

が高くなりすぎないよう過剰な追肥を避ける。 

 

【用語の解説】 

菓子適性：ここでは生地物性が弱く、アミロース

含量が高く、スポンジケーキやクッキーへの加工

適性が優れることを菓子適性とした。 

バロリメーターバリュウ（V.V.）：生地物性を表す

数値で、低いほど生地物性が弱く、薄力であるこ

とを示す。 

 

なお、本成績の一部は、2014～2018 年実施のイ

ノベーション創出強化研究推進事業「北海道に適

応した障害や病害に強く加工適性に優れた小麦品

種の開発（26097C）」の研究成果である。 
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表１ ビューラーテストミル製粉による品質試験結果（北見農試産物の平均） 

 

 

 

 

 

 

表２ 実需者によるスポンジケーキ適性試験結果（2016～18年播種、4事例の平均） 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 普及見込み地帯の生育・収量調査結果（2016～18年播種 優良品種決定調査のべ52カ所平均） 

 

 

 

 

 

表４ 病害および障害抵抗性の特性検定試験結果（2016～18年播種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 「北見95号」の「きたほなみ」に対する 

子実重比と日照時間の関係 

 注）r は相関係数を示す。**は1％水準で相関が有意で

あることを示す。 
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（「北見95号」の出穂期7日後から14日間）

r = 0.62 ** 

系統名または 耐倒伏 耐雪 うどんこ 赤さび 赤かび 縞萎縮 穂発芽
品種名 性 性 病 病 病 病 性
北見95号 強 やや強 強 強 中 やや弱 やや難
きたほなみ 強 やや強 やや強 中(やや強) 中 やや弱 やや難
注１）品種登録時の評価と異なる場合は品種登録時の評価を（）で示した。
注２）耐倒伏性は優良品種決定調査の倒伏程度から判定した。

系統名 原粒 原粒 製粉 60%粉 60%粉 ｱﾐﾛｰｽ ﾌｧﾘﾉ クッキー

または 灰分 蛋白 歩留 灰分 蛋白 含量 ｸﾞﾗﾑ 試験直径

品種名 (%) (%) (%) (%) (%) (%) V.V. (mm)
北見95号 1.32 10.4 72.8 0.38 8.6 23.2 30 86.8
きたほなみ 1.25 10.3 73.1 0.37 9.0 21.3 49 84.4
注１）品質特性は2016～18年播種、クッキー試験は2016～17年播種の平均。
注２）クッキー試験は農研機構・北農研センターで実施した。直径が大きいほど優れる。
注３）ファリノグラムV.V.（バロリメーターバリュウ）は生地物性を表す数値で、低いほど弱い（薄力）。

系統名 総合

または 体積 焼き色 形状 色相 すだち 触感 口溶け しっとり感 味・香り 点
品種名 (10点) (10点) (10点) (10点) (10点) (10点) (20点) (10点) (10点) (100点)

実需 北見95号 8.6 8.1 7.5 7.7 7.8 7.8 13.6 7.9 8.0 76.8
者Ａ きたほなみ 8.1 8.0 7.3 7.7 7.4 7.4 12.8 7.7 7.9 74.1
実需 北見95号 9.0 8.0 8.0 8.1 8.0 8.3 16.1 8.3 8.1 81.7
者Ｂ きたほなみ 8.3 7.9 7.8 8.0 7.8 8.2 15.4 8.1 8.0 79.3
注）菓子適性が優れる北米産輸入銘柄「ウエスタンホワイト（WW）」を基準に評価。
　　「WW」の配点は口溶けが16.0点、口溶け以外の項目は8.0点である。

外観 内相 食感

系統名 出穂 成熟 稈長 穂長 穂数 倒伏 冬損 赤かび 子実 標準 容積 千粒
または 期 期 程度 程度 粒率 重 対比 重 重
品種名 (月日) (月日) (cm) (cm) (本/㎡) (0-5) (0-5) (%) (kg/10a) (%) (g/l) (g)

北見95号 6/4 7/23 75 8.4 671 0.3 0.7 0.22 685 104 826 40.7
きたほなみ 6/4 7/23 77 8.7 644 0.4 0.7 0.13 656 100 830 40.0
注）倒伏程度および冬損程度は0:無～5:甚の6段階評価。
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５）たくさんとれる！そば新品種「キタミツキ」 

（研究成果名：そば新優良品種候補「キタミツキ」（旧系統名 北海14号）） 

農研機構 北海道農業研究センター 畑作物開発利用研究領域 資源作物グループ 

 

１． はじめに 

北海道のそば作付面積は、平成元年の 4,930ha

から平成30年には24,400haへ拡大し、全国の作

付面積の約4割を占める。平成 30年度の日本のそ

ば生産量は29,000トンであり、そのうち北海道の

生産量は約4割を占め、北海道のそば生産の作柄

が国産そばの供給に大きな影響を与えている。現

在の主力品種「キタワセソバ」は、北海道のそば

作付面積の約9割にあたる約21,000haで栽培され

ている。しかし、単収は漸減傾向であり、今後も

北海道そばの生産を維持し、さらには国産そばの

自給率（20.9％、平成30年度）を向上していくた

めには、生産性の高い品種が必要である。また、

経営所得安定対策における、農産物検査規格の改

正（平成27年度）で、そばは容積重に応じた等級

格付けとなり、容積重が従来以上に重要視される

ようになったため、生産者からは多収かつ高品質

（高容積重）の品種が求められている。 

 

２． 育成経過 

「キタミツキ」は農研機構北海道農業研究センタ

ー（芽室研究拠点）において、多収・高品質そば

品種の育成を目標にして「レラノカオリ」の初期

世代である「端野43」と「キタワセソバ」の交配

後代から選抜した。平成24(2012)年からは「北海

14号」として生産力検定試験、平成 25(2013)年か

らは地域適応性試験に供試し、「キタワセソバ」よ

りも多収で容積重も重く、ルチン含量が高い等の

特徴が認められた。平成27（2015年）に「キタミ

ツキ」と命名し、品種登録出願した。 

 

３．特性の概要 

１）開花期および成熟期は「キタワセソバ」より

やや遅い。 

２）草丈は「キタワセソバ」よりやや高く、倒伏

程度は「キタワセソバ」と同等である。 

３）子実重は「キタワセソバ」より重く、容積重

は「キタワセソバ」より重い。千粒重は「キタワ

セソバ」と同程度である。 

４）製粉歩留は「キタワセソバ」と同程度である。 

５）ルチン含量は「キタワセソバ」より高い。 

６）麺の食味評価は「キタワセソバ」と同程度で

ある。 

 

４．普及態度 

「キタミツキ」を「キタワセソバ」に置き換え

て普及することにより、安定生産や生産者の収益

増加が図られ、北海道および国産そばの生産振興

に貢献できる。 

 

１）普及見込み地帯：北海道のそば栽培地帯 

２）普及見込み面積：6,000 ha （令和7年度） 

３）栽培上の注意事項 

（１）「キタワセソバ」並に脱粒しやすいため適期

収穫につとめる。 

（２）原採種ほの設置に際しては、交雑を避ける

ために他品種との距離が十分に離れた圃場を選定

する。 
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表１「キタミツキ」の特性一覧 

品種名
開花期 成熟期 草丈 第一次

分枝数
倒伏
程度

子実重 標準比 容積重 千粒重 製粉
歩留

検査
等級

ルチン
含量

（日） （日） (cm) （本） (kg/10a) (%) (g/L) (g) (%) (mg/100gDW)

キタミツキ 7.12 8.20 105 2.6 1.3 170 120 599 29.2 72.0 1.3 24.1

キタワセソバ(標準/対照) 7.11 8.18 103 2.6 1.2 142 100 588 29.2 71.2 1.7 20.0

倒伏程度：無0～甚5.

容積重：磨きをかける前の値．

検査等級：新規格で評価した平成29～令和元年の平均．

北海道農業研究センター（育成地）における生産力検定試験（平成24～令和元年、標準播種）の平均値．
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n=45 平均値

キタミツキ 161 **

キタワセソバ 141

n=45 平均値

キタミツキ 602 **

キタワセソバ 589

 

図1 「キタミツキ」と「キタワセソバ」の子実重と容積重の比較 

北海道農業研究センター（芽室町）：平成 24～令和元年生産力検定試験（早播、標播、晩播）、中央農試：平成

24年、26年、深川市：平成25～30年（5月下旬および6月上旬播種）、旭川市：平成25～26年、幌加内：平成

27、29～30年度、北農研（札幌市）：平成27～30年。**: 1%水準で有意差あり（t検定 対応あり）． 

 

表２ 実需者による食味評価結果 

A 社（平成25-26年)
品種名 色 香り 味 食感 そばらしさ 製麺性
キタミツキ 2.5 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3
キタワセソバ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

B社（平成25-28年)
品種名 色 香り 味 かたさ そばらしさ 合計
キタミツキ 14.7 14.2 14.0 13.5 13.7 70.1
キタワセソバ 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 70.0

C社（平成25,30年)

品種名 色
（赤-緑）

香り 味 かたさ 弾力 滑らかさ

キタミツキ 5.5 5.0 4.9 4.8 5.0 4.9
5.0 5.0 4.9 5.2 4.9 5.0キタワセソバ  

A社の評価は4：優、3：良、2：可、1：不可．B社は「キタワセソバの」各項目を14（普通）として相対評価、

C社の評価は7段階評価で数値が高いほうが高評価．C社の色（赤-緑）は、数値が高いほうが緑みが強い． 
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６）簡単にできる！傾斜畑の土壌流亡対策 

（研究成果名：土層改良と後作緑肥を用いた部分不耕起による土壌流亡対策技術） 

道総研 中央農業試験場 農業環境部 環境保全 G 

 

１．試験のねらい  

傾斜畑では降雨時や融雪期に地表面を水が流れ

ることがあり、たくさんの水が流れると土壌がほ

場の外へ流亡する。特に近年、豪雨の増加により

土壌流亡が多発しており、土壌資源を保全するた

めに対策がますます重要である。 

そこで、傾斜畑での土壌流亡を軽減するため、

営農でできる土層改良と後作緑肥の部分不耕起を

組合せた土壌流亡対策技術を開発した。 

 

２．試験の方法 

１）土壌流亡の実態調査 

丘陵地帯である上川南部に調査地域を設定し、

ほ場の地形条件（平均斜度や斜面長など）、土壌

硬度、作付作物などの情報を集約し土壌流亡発

生との関係を調査した。 

２）土層改良による土壌流亡対策 

カットソイラー※（図１）を用いた土層改良によ

り堅密層※を破砕し、表面流去水※を地下に浸透さ

せることで土壌流亡の軽減を図った（図２左）。 

３）後作緑肥の部分不耕起による土壌流亡対策 

ほ場斜面に、後作緑肥（えん麦）の一部を秋に

すき込まず、春まで不耕起にする箇所（部分不耕

起）を形成することで表面流去水の分散と流出土

壌の捕捉を図った（図２右）。 

 

３．試験の結果  

１）調査地域内の傾斜畑は作土下の浅い位置から

堅密層が出現し、降雨などの地下浸透が小さく、

土壌流亡が発生しやすい環境だった。また、平均

斜度や斜面長が大きいほ場、降水量の多い 7～9月

や収穫後に耕耘されたほ場で土壌流亡が発生しや

すく、特に多雨時期に播種前の砕土作業を行う秋

まき小麦作付けほ場で最も多く発生した。 

２）カットソイラーを用いた土層改良により堅密

層は破砕され、土壌硬度が低下し透水性は高まっ

た（図３）。降雨時に暗渠から出てきた排水量は土

層改良前と比べて、改良後には約 3倍に増加し 2

年後も約 2倍を維持した（表１）。 

３）後作緑肥の部分不耕起では、被覆状況を翌春

まで維持することで流下する土壌が捕捉され、表

面流去水による侵食溝が小さくなった。 

４）融雪後に調査した侵食溝は、流亡対策を実施

しないと大きく削られた（写真１）。土壌流亡対策

によって流亡量は、土層改良では 2～3割削減し、

後作緑肥の部分不耕起では約 2割、土層改良と部

分不耕起の組合せでは 3～5割削減した（表２）。 

５）作物残渣などの有機物を利用した有材の土層

改良は傾斜に対して直交かやや斜め方向で施工し、

20m 間隔以下で 2年以内の再施工を基本とする。

無材の土層改良の場合は、畑地の排水改良手法と

同様に 2m 間隔以下で毎年の施工が望ましい。後

作緑肥の部分不耕起は、ほ場形状、作業の向きに

合わせて設置することが可能であり、幅 5m程度、

30～50m間隔が目安となる。 

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

【用語の解説】  

※ カットソイラー：土塊を持ち上げ、地表面に散

在する収穫残渣などを土中に落とし込みなが

ら前進する有材の心土破砕機。 

※ 堅密層：堅くしめ固まった層。根張りや水の侵

入を阻害する。 

※ 表面流去水：地表面を流れる降雨や融雪水など。 

 

 

 

 

 

 

 図１ カットソイラーの機構図 
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図２ 営農における土層改良と部分不耕起による土壌流亡対策技術 

表面流去水の地下浸透促進による 
土壌流亡対策 

【土層改良】 

表面流去水の分散と 
流出土壌の捕捉による土壌流亡対策 

不耕起部 

耕起部 

【後作緑肥の部分不耕起】 

水 

不耕起部 

水 

表１ 土層改良による暗渠からの排水量の変化 

1）土層改良は 2016年 8月28日に実施 

 

表２ 対策実施による土壌流亡量の削減率 

写真１ 融雪後の侵食溝の様子 

対策なし 
 

土層改良 
 

図３ 土層改良後の土壌断面（上）と 

断面における土壌の硬さ（下） 

硬 
 

 
 

 

軟 

深
さ
（cm

） 
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農業改良普及センターの活動紹介 

関係機関がタイアップした小豆『しゅまり』生産性向上の取り組み 

～目標は生産から加工まで特色ある地域ブランド作り～ 

上川農業改良普及センター大雪支所 地域第一係長 木村 篤 

要約 

小豆栽培ほ場実態調査から土壌養分不足、実際の栽植株数と設定株数の乖離が認められ、生産性向

上の方策として基本技術の見直しが必要であることが明らかとなった。現地試験の検証から、通常よ

りも栽植株数の少ない疎植栽培が「しゅまり」に適した栽培法であることが示唆された。 

１ 課題の背景 

上川管内は、病害抵抗性、製あん加工適性に優れる「しゅまり」の作付面積が全道の６割を占め、他

産地にない「しゅまり」に注目した上川ブランド発信の取り組みが進められている。美瑛町小豆面積の

４割を占める「しゅまり」は、収量の不安定さ、草丈が長く栽培が難しいことが指摘され、「しゅまり」

に適した栽培法の確立が課題となっている。 

 

２ 取り組みの内容 

１）目的と実施機関 

美瑛町「しゅまり」の生産振興を推進するため、ホクレン旭川支所、ＪＡびえい、上川農業改良普及

センター大雪支所が連携して生産性向上に向けた取り組みを平成 29 年から開始した。 

２）課題選定と実施方法 

 美瑛町の栽培実態解析から、小豆の収量制限要素を抽出し、栽培法解明のための具体的な検討課題

を設定した。３カ年の実態調査から、土壌養分不足の改善、品種特性に適した裁植密度の設定を課題に

定め、現地試験での実証から生産性向上に資する栽培法を検討した。 

 

３ 実施内容と成果 

１）栽培実態調査 

 平成 29 年から令和元年に小豆作付 18 ほ場の耕種概要や土壌理化学性、裁植密度、生育・収量構成

要素を調査し、収量を制限する技術要素を抽出した。 

 その結果、土壌 pH や土壌中の交換性石灰含量が基準を下回るほ場が多く認められた（表１）。また、

実測株数と農業者の設定した株数の誤差は大きく、実測株数が設定より 2 割以上多い例が認められた

（図１）。栽植株数と収量の解析では、標準的な栽植株数 8,000 株/10a を下回る株数であっても、高い

収量を得る事例が確認された（図２）。 

 以上から、土壌化学性の改善と栽植密度の検討を生産性向上のための技術課題と設定し、農業者ほ

場を使用した現地試験を設置した。 

２）石灰資材施用試験 

 土壌化学性改善の手段として、比較的安価でハンドリング性に優れる硫酸カルシウム資材を選定し

た。土壌中の交換性石灰含量が基準を下回る３ほ場を試験地に設定し、は種後の資材施用による石灰

含量の変化、生育・収量を調査した。施用後、２カ所の作土内石灰含量は上昇したが、上昇により基準

を満たしたのは１カ所にとどまった。資材施用により３～27kg/10a の収量増加が認められたが、投入

した資材費を相殺するだけの費用対効果は得られなかった（表２）。 

３）疎植栽培試験 

現地ほ場３カ所、町農業技術研修センターの計 4 カ所で、10a 株数 8,000 株を標準植に、3 水準（疎

植 7,000 株、密植 9,000 もしくは 10,000 株/10a）の栽植密度試験を実施した。疎植の株当着莢数は 3

カ所で増加し（図３）、株当着莢数の増加とともに収量は増加した（図４）。一方、株当着莢数の増加し

た疎植では、作物体の下位節に着莢する莢（下莢）が多くなることが観察された（写真１）。 

- 13 -



４ 成果の活用 

１）多くの調査地で土壌養分の不足が認められた。土壌分析の実施による栄養状態の把握と土壌診断

に基づいた土壌改良剤の施用、施肥対応の考えに基づいた施肥設計を地域に広く啓蒙する取り組み

が必要と考えられた。 

２）硫酸カルシウム資材の施用により、試験地２カ所で石灰含量は上昇したことから、養分補給に資す

る資材であることが確認された。ただし、極端に不足する場合は当年での改善が困難であることか

ら、長期的・計画的な養分補給が求められる。 

３）疎植栽培が「しゅまり」に適することが示唆された。ただし、低位に着莢する下莢の増加は機械収

穫損失の増大を招くことが予見され、機械収穫適性を鑑みた実用性検討が今後の課題と考えられた。 

 

〈具体的データ〉 表１ 土壌診断基準不足ほ場の割合 

図２ 実測株数と収量の関係 

図４ 株当着莢数と収量の関係 図３ 栽植様式と株当着莢数の関係 

表２ 資材施用後の石灰含量の変化、資材の経済性 

図１ 実測株数と設定株数の差 

写真１ 着莢位置の比較 
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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/


