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Ⅰ 試験研究の推進概要

１ 基本方針

本県では「みやぎ食と農の県民条例基本計画」を踏まえ，新たな技術開発を通じ農業の振興を

図るため，平成23年度から平成32年度までの10か年間にわたり，試験研究機関として重点的に取

り組むべき，「第７次農業研究推進構想」を策定した。

しかしながら，平成23年３月11日に発生した東日本大震災では，水稲や園芸の盛んな沿岸部を

中心に甚大な被害を受け，地域農業の中核として活躍してきた多くの人材を失うとともに，水田

や灌漑施設，園芸ハウス及び畜舎等の生産施設が損壊し，食料供給基地としての機能を大きく低

下させる事態となった。また，同時に発生した福島第一原子力発電所事故による放射性物質の飛

散は，県産農産物の消費や販売に大きな影響を与えるなど，農業生産を根底から揺るがす事態を

引き起こした。加えて，生産基盤のみならず住宅の流失・損壊など生活基盤の被害も大きく，農

業者の生活への不安や農業再開への意欲減退など，本県の農業生産力の維持や農村集落の存続さ

え危ぶまれる状況となった。これらを踏まえて，平成23年に「農業の早期復興のための試験研究

推進計画(平成23～27年度）」を策定し，農業の早期復旧を優先した試験研究に取り組んできたと

ころである。

一方，平成23年に策定された第２期「みやぎ食と農の県民条例基本計画」については，平成28

年３月までに見直され，従来の４つの施策推進方向である「消費者が求める安全・安心な食料の

安定供給」，「マーケットインによる競争力と個性のある農業の持続的な発展」，「農業・農村の

多面的な機能の発揮」，そして「農村の活性化に向けた総合的な振興」の実現のため，震災後に

生じた様々な社会情勢の変化への対応を盛り込む改訂が行われた。

これを受けて，宮城県産業技術開発推進要綱に基づき平成28年８月に「第８次農業試験研究推

進構想」（構想期間は平成28年度から平成32年度）を策定した。本構想においては，上記基本計

画における試験研究の役割，すなわち施策10「生産力と品質を高める農業技術の高度化」に示さ

れた，「地域特性に応じた技術の開発・普及」を引き続き推進することとし，同施策に新たに示

された「スマート農業の取組推進」にも一定の役割を果たしていくこととした。

農業試験研究の主要目標としては，「農業の東日本大震災からの再生と発展に向けた復興支援」，

「食材王国みやぎを支える農畜産物の創出」，「環境に配慮した農業技術の確立」，「環境変動に

対応する技術の確立」，「効率的な農地利用のための技術の確立」，「省力・低コスト・軽労化技

術の確立」，そして「先進技術を活用した農業技術の確立」の７つを掲げており，平成29年度も

構想期間の２年目として，その実現に向けた研究を推進した。

２ 主要課題

農業の早期復興を目指し，実態把握と改善方策の早期確立に向け鋭意取り組みを推進した。

併せて，土地利用型農業の技術開発を主たる業務とする古川農業試験場では，次に示した主要

課題に取り組み，良質安定多収品種の育成，土地利用型作物の生産性向上，実需者の要望に応え

る高品質な米・麦・大豆の生産，省力低コスト生産及び環境保全型農業の確立等について研究を

推進した。

１）農業生産力の回復に向けた継続支援

２）先端技術の現地実証による産地復興支援

３）放射性物質の動態把握と吸収抑制対策
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４）みやぎオリジナル品種の育成と新品目の導入

５）みやぎブランド農産物の安定生産・出荷のための技術開発

６）生産資材の適正使用とリスク管理支援

７）環境負荷を軽減する病害虫・雑草管理技術の開発

８）温室効果ガスの排出を抑制する資源循環型農業技術の開発

９）気象変動や気候温暖化に対応する農業技術の開発

10）効率的なほ場基盤の整備と水田の高度利用技術の確立

11）水稲の多面的利活用技術の確立

12）省力・低コスト化技術の開発

13）遺伝子情報とバイオテクノロジーの利用開発

14）スマート農業を実現するＩＣＴ・ロボット技術の活用支援

３ 試験研究の概要

古川農業試験場では，14の主要課題に基づき44課題の試験研究を実施した。このうち東日本大震災

からの復旧・復興に向けては関係機関との連携のもと被災水田のほ場管理技術の確立や放射性物質の

動態把握及び先端技術の実証など５課題に取り組むとともに，水稲品種の育成・選定，土地利用型作

物の省力・低コスト生産技術の開発，食の安全・安心を確保し環境にやさしい農業技術の開発，加え

て高生産性農業を目指した水田及び排水施設の整備・維持管理手法等の技術開発などの研究を重点的

に推進した。また，調査・検査事業として７つの課題についても継続的に実施した。

なお，研究部門ごとの試験研究の概要は下記のとおりである。

１）作物育種部

新品種の育成では，耐冷性，いもち病抵抗性に優れ，良質で極良食味な粳や糯品種，また，低

コスト生産が可能な直播適性品種，多収品種，需要に応じた加工用，多用途向きの水稲品種を育

成することを目的に育成系統の選抜や評価を行った。

主食用米では，「東北215号」，「東北220号」,「東北221号」,「東北224号」,「東北225号」，「東

北226号」，「東北227号」の７系統の生育，玄米収量および各種特性を評価した。精玄米重は標肥区で

は「東北225号」を除く６系統が，多肥区では全ての系統が「ひとめぼれ」に優り，中でも「東北227

号」が標肥区で「ひとめぼれ」比114%と多収になった。玄米千粒重も７系統全てが「ひとめぼれ」よ

り大きくなった。各種特性に関して，いもち抵抗性は「東北215号」，「東北221号」，「東北224号」，「東

北225号」「東北226号」は”強以上”となった。

飼料用米では，「東北216号」の生育，玄米収量および各種特性を評価した。精玄米重は「東北216

号」は「げんきまる」対比98%となった。

酒造用米は東北酒217号，東北酒218号の２系統の生育，玄米収量および各種特性を評価した。精玄

米重は標肥区，多肥区とも蔵の華と同程度か劣る結果となった。心白率および心白発現率については，

２系統とも蔵の華より高くなった。その他の酒造適性については，宮城産技センターにて調査中であ

る。過年度の結果から，東北酒 218号は蔵の華と比較して，収量性は同等から優れており，粒大が大
きく，心白発現率，心白率ともに高く，耐冷性も”強”と優れていた。宮城県での奨励品種決定調査

でも東北酒218号は”有望”と判定されたので，本系統を次年度の新品種候補とした。

新配付系統として「東北230号」（早生・低アミロース・良食味・耐冷性強）と「東北231号」（やや

晩生，多収，耐冷性）の２系統を育成し，平成30年度から奨励品種決定調査に配布した。
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カドミウム低吸収性系統「東北228号」について，「ひとめぼれ」との同質性を確認するため，試験

場における生産力検定試験と各種特性検定試験，現地試験に供試した。その結果，「ひとめぼれ」に

比べ，稈長がやや低く，収量がやや劣り，出穂期は同日～２日遅い傾向が見られた。また，葉いもち

抵抗性は，畑遅播法ではマンガン欠乏と思われる黄化症状が見られ，発病程度が高くなったため「ひ

とめぼれ」よりも評価が低くなった。しかし，水田における発病促進条件下での評価は「ひとめぼれ」

と同程度となった。穂いもち抵抗性は「ひとめぼれ」との間に抵抗性ランクの違いが見られたので，

今後の年次変動の確認が必要である。その他の栽培特性や各種特性は概ね１ランク以内に収まり，年

次変動の範囲内と考えられた。なお，玄米品質と玄米成分（タンパク室含有率とアミロース含有率）

は，概ね同質であった。カドミウム汚染土壌を用いた吸収性試験では，「ひとめぼれ」と比べて明ら

かにカドミウム吸収量が少なかった。

葯培養利用育種では，前年までの葯培養作出系統の937系統を養成し118系統を選抜した。また，養

育成系統のうち，早生で耐冷性極強の良食味系統「東北230号（東1566）」を新配付系統とした。

高温耐性に優れる「CenturyPatna 231」との交配を３組合せ行い F1種子を得た。また「高育 70号」
の交配後代を葯培養系統に供試し，有望な系統を選抜した。

超耐冷性系統の改良として，「古川耐冷中母111」と「東北224号」の交配後代の世代促進栽培を実

施するとともに，「09CV19」と当場育成の有望系統との交配後代を耐冷性評価した。

中生で高温登熟耐性に優れた極良食味系統「東北206号」を７から10日程度晩生化するには，Hd1，

Hd16，Hd18の全てをコシヒカリ型で導入するのが望ましいと推定され，「東北229号」が，短稈で収

量が多く，「東北206号」の準同質遺伝子系統として優れることを確認した。

２）水田利用部

水稲奨励品種決定調査では，酒造好適米の「東北酒218号」を有望，「ふ系246号」，「東北223号」，

「東北221号」，「東北224号」，「東北228号」，「東北225号」を継続検討とした。現地調査では，「ふ系

246号」，「東北223号」，「東北221号」，「東北224号」，「東北228号」，「東北225号」を継続検討とした。

新品種の栽培法では，「だて正夢」については，栽植密度を70株/坪と高めにすることで５月中旬植え
でも一定の収量が確保できた。また，収穫適期は出穂後の積算温度1,000～1,100℃付近（出穂後50～

57日頃）と考えられ，継続検討とした。「金のいぶき」については，移植時期と栽植密度が収量確保

のポイントとし，継続検討とした。

麦類・大豆の加工適性を重視した品種選定と栽培法の確立では，大豆では「東山231号」他３系統

を継続検討とした。大麦では，「東北皮46号」を継続検討とした。小麦では，「夏黄金（東北229号）」

の栽培法について，播種期・播種量，追肥量及び収穫適期について検討し，10月中旬までの播種が重

要と確認された。また，追肥量については，窒素成分量で減数分裂期5.0kg，穂揃期5.0～7.5kgが適

すると考えられた。収穫適期は，成熟期後10日以内が適期と考えられた。大豆の狭畦摘芯栽培では「ミ

ヤギシロメ」の場合，生育量が十分となる条件下では８葉期頃に摘心するのが良いと考えられた。

新資材，生育調整剤及び雑草防除に関する試験では，水田雑草管理技術として，除草剤27剤68処理

の適用性を試験し，24剤37処理について実用性あり・有望と判定した。また，ベンゾビシクロン含有

剤は，ホタルイに対して1葉期処理で高い除草効果が確認された。モリブデンコーティング直播栽培

において，覆土方法の違いによる苗立の向上を検討したところ，覆土を強化した方が，鳥害を抑制し

苗立ちと収量が安定することが確認された。鉄コーティング直播栽培では，種籾の鉄コーティング直

前に「闘根242」の500倍液に48時間浸漬することにより種子の発芽勢の向上が認められた。

地域レベルの問題雑草管理指針の策定と防除技術の体系化については，水稲作，大豆作，麦作にお
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けるモニタリングを行った。水稲作では，新規 ALS 阻害剤抵抗性イヌホタルイ防除の現地実証を行
ったところ，効果が安定している区は除草剤処理時に十分に湛水されているほ場であることが確認さ

れた。また，イヌホタルイ及びオモダカに対しては，テフリルトリオン含有剤の単用処理では同時防

除はできず，オモダカに対してはピラクロニル含有剤との体系処理が，ホタルイに対してはブロモブ

チド含有剤との体系処理が高い効果を示した。クログワイについては，除草剤（初期剤）＋メタゾス

ルフロン含有剤との体系処理で高い効果が認められた。

大豆の雑草防除では，帰化アサガオ類に対してはフルミオキサジン水和剤（土壌処理）＋ベンタゾ

ン液剤（全面茎葉散布）＋中耕培土＋グルホシネート P ナトリウム塩液剤（畦間・株間散布）の体
系処理が，アレチウリに対してはフルミオキサジン水和剤（土壌処理）＋ベンタゾン液剤（全面茎葉

散布）＋中耕培土＋ DCMU水和剤（畦間・株間散布）の体系処理が，高い防除効果を示した。
水稲直播栽培における雑草イネ・漏生イネの防除体系の確立と実用化では，不耕起栽培と石灰窒素

施用の組合せが発芽率を抑制し，深耕や耕起回数の増加により深部まで砕土率が高くなり，水の浸透

性が高まることでこぼれ籾の発芽率が抑制される傾向が見られた。

寒冷地における高糖分型飼料用稲栽培と利用技術開発では，「たちあやか」の移植適期は５月上旬

～中旬頃で，収穫適期は稲体糖分含有率が高くなる出穂後約50日以降と考えられた。適正施肥量は，

基肥窒素は８kg/10a，追肥窒素は11葉期頃に４kg/10a程度が適すると考えられた。栽植密度の違いに

よる収量及び稲体糖分含有率の差は見られなかったことから，11.2～13.0株/㎡の疎植にすることが

可能であると考えられた。現地実証においては，「たちあやか」は既存の品種より草丈が伸びたが，

倒伏は見られず，多収で良質なサイレージ発酵であった。

宮城県における先進的水稲省力・低コスト栽培技術の確立では，モリブデンコーティング（以下「べ

んモリ」）での播種時の土の硬さは，代かきから播種までの中２日程度，ゴルフボール高±０cm前後

（足跡がゆっくりと消える程度）の柔らかめが適している。カルパーキットを用いる場合は，播種後

の覆土が鳥害抑制，種子の流亡防止，苗立ちの向上につながることから，播種から出芽苗立ちまで時

間を要する場合には，覆土をすることが有効であると考えられた。無コーティング種子代かき同時播

種は，播種後の落水が早かったため，鳥害が発生した。出芽揃いは遅かったが，茎数の増加は早く，

「ひとめぼれ」では穂数が過剰で倒伏と登熟歩合の低下を招いた。鉄コーティング直播栽培は省力低

コスト栽培として東日本大震災以降急増しているが，収量面では移植栽培と比較して収量が安定せず，

雑草防除，ほ場の準備，水管理等に課題があることが明らかになった。

大豆用高速畝立て播種機の開発評価では，開発機（２条型）は，慣行機（４条型）と比較して２倍

の作業工程を要したが，作業速度が約２倍程度速いことから作業能率は同程度であった。開発機は慣

行機より播種精度も高く出芽のバラツキが少なかったため，大豆の収量は慣行機対比115％であった。

また，開発機は大豆以外の作目として，飼料用トウモロコシでも高い精度の播種が可能であった。

食料生産地域再生のための土地利用型営農技術の実証では，現地（名取市耕谷地区）において試験

を行った。広畦成形播種方式による水稲乾田直播技術について，生産法人は習熟を重ねており，雑草

対策や生育状況に応じた追肥作業もこなれてきている。簡易乳苗育苗では，育苗日数が10日と稚苗の

半分以下で目標とする乳苗が得られ，移植苗箱数は乳苗疎植（11.1株/㎡）とすることで，慣行（稚

苗18.5株/㎡）の半分程度に減らすことができた。収量及び品質は慣行を下回ったが，６月３日植え

の乳苗で比較的安定した収量を得ることができ，大規模化技術として実証された。２年３作体系で稲

わらの回収も実施する生産法人の麦類への早期切換については，気象による作業日程の影響（降雨による

水稲刈取遅れ）を受けやすく困難であった。麦類への早期切換には移植水稲＋稲わら鋤込みで対応し，わら

回収には後作麦の無い乾田直播水稲をあてる３年４作体系への転換が有利である。生産法人では，「みやこ

がねもち」の乾田直播技術に習熟し，麦後の大豆晩播栽培における「ミヤギシロメ」への対応も理解できたと考
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える。鉄コーティング水稲湛水直播での無代かきは代かき有りに比べて生育がやや劣り，収量はやや

低下するものの，品質と食味は上回った。倒伏は播種機による点播では認められないが，無人ヘリに

よる散播ではやや多くなる傾向であった。

なお，調査事業として，水稲，麦類，大豆について「生育調査ほ」，「主要農作物高位安定生産要因

解析（作況試験）」に取り組んだ。

３）土壌肥料部

放射性物質の農畜産物への吸収移行抑制技術の確立では，平成28年に比べて移行係数がすべての調

査地点(10地点）で低下しており，土壌交換性放射性セシウム（土壌ExCs137）が低下したことがその

要因の一つと考えられた。また，収穫時の土壌K2Oは平成28年の収穫時とほぼ同程度であり，カリ増

肥を中止してから２～４作目となる地域でも，土壌K2Oの低下は認められなかった。

生育・生産情報に基づく水田肥沃度・生産力の判別確立では，生産情報である精籾重（精玄米重）

と玄米タンパク含有率から，窒素精籾生産効率または窒素玄米生産効率を用いて，成熟期の窒素吸収

量を推定できる可能性が示され，施肥窒素量，施肥窒素利用率から土壌由来の窒素供給量を推定でき

ることが示唆された。

大豆多収阻害要因の実態解明では，本年に調査した５地点のうち４地点が生産者の多収と低収の申

告通りに収量差が生じなかった。その要因として，ほ場の排水能力以上に降水量が多く排水性に差が

生じなかったこと，あるいは普通年は干ばつが生じやすいほ場が本年は降水量が多く低収ほ場でも収

量がとれたこと，雑草・病害の発生が助長したことなどが考えられた。収量差がついたほ場では，低

収ほ場の方が生育初期の地下水位が高く湿害を受けたことが影響した。

新資材・肥料の特性と肥効に関する試験では，水稲において鶏糞燃焼灰に由来するリン酸・カリ肥

料と低ＰＫに緩効性肥料を組み合わせた一発肥料の２肥料，大豆においては粗粒てんろ石灰の施用効

果を検討した。鶏糞燃焼灰由来のリン酸・カリ肥料を用いた稲体のリン酸・カリ吸収量は，慣行化成

肥料と同等であり，収量・品質も同程度を確保できた。低ＰＫ緩効性肥料を用いた場合は，慣行区よ

りもリン酸，カリの施肥量が少ないが，欠乏症状は見られず，慣行と同等の生育収量であった。粗粒

てんろ石灰の大豆への施用では，栽培前後で土壌ｐＨの上昇効果が見られ，単年多用区と連用区では

わずかなｐＨ差であったが，土壌中カルシウムは単年多用区の方が増加した。

ケイ酸資材である粒状農力アップスーパー60の水稲への施用試験では，品種「金のいぶき」の登熟

歩合，千粒重，精玄米重が無施用区よりも優る傾向が見られたが，収穫時の稲体茎葉部のケイ酸濃度

については無施用区の方が高い結果となり，資材によるケイ酸吸収効果については判然としなかった。

ALC に代わる新たな石灰資材の開発と効果確認試験では，出穂前後50日間湛水管理するカドミウム

汚染ほ場において，タンカル３t/10aを秋施用した粘質土壌では土壌ｐＨの上昇効果が７作目まで維

持されており，水稲のカドミウム吸収を抑制している。一方，砂質土壌ではｐＨ上昇効果が低下した。

畑作物土壌由来リスク管理技術の確立では，コネギ（T-1スリム），コカブのポット栽培試験から，

土壌ｐＨ6.5に調整し可食部カドミウム濃度を国際基準値内に抑えることができる土壌カドミウム濃

度は，コネギが1.5mg/kg，コカブ根部が1.2mg/kg，コカブ茎葉部が0.7mg/kgであることを明らかにし

た。

カドミウム超低吸収稲を用いた汚染土壌対策の実証では，現地汚染土壌において，東北228号は間

断かんがいの水管理でもカドミウムを吸収せず，さらに湛水管理で吸収されやすいヒ素も間断かんが

いによって抑えることができた。

農地土壌炭素貯留等基礎調査事業では，本年度の定点調査を県南28ほ場（水田22，普通畑２，樹園

地１，草地２，施設畑１）で行い，土壌炭素量データを蓄積した。基準点調査については，古川農試
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内の堆肥連用試験ほ場で土壌炭素量を経時調査しており，水田，露地畑ともに家畜ふん堆肥の施用に

よる土壌炭素量の経年変化は横ばいで，化学肥料単用区よりもやや高い水準で推移している。

混合堆肥複合肥料の試作と肥効の検討では，原料堆肥（牛ふん・豚ぷん堆肥）に硫安とPK化成を配

合しペレット化した結果，ペレットの水分が10％を下回り，窒素，リン酸，カリについても概ね設計

時の理論値に近い値に試作でき，Ｃ／Ｎ比13.4で速効性肥料としての効果が期待できた。試作したペ

レット２種類を用いた水稲栽培の結果，化成肥料(硫安区)の肥効と大差なく，生育・収量もほぼ同等

であった。

メタン発酵消化液の作物栽培への利用では，水稲に消化液を水口流入追肥した場合，追肥ムラで㎡

当たり籾数や稲体窒素吸収量のばらつきが大きくなったものの，精玄米重のばらつきは小さかった。

また，玄米タンパクについては，流入窒素量が多くなったことや沈殿物由来の窒素無機化が生育後半

に影響したためか，消化液の追肥で高まった。

簡易・迅速土壌診断による土壌の窒素肥沃度測定法の確立では，農研機構中央農研方式による簡易

分析法の宮城県土壌への適応性を確認できた。また，絶乾土水振とう抽出法において，有機態炭素量

の測定にCODパックテストを使用する場合，目視の代わりにデジタルカメラとコンピューターソフト

を組み合わせて可給態窒素を推定できることが示唆された。

暗渠を利用した土壌水分コントロールによる水田基盤活用技術の確立では，転換畑大豆の塩害抑制

において，もみ殻補助暗渠の施工により排水性が向上し湿害を回避でき，地下かんがい，降雨の縦浸

透によって，土壌電気伝導度（EC）及び土壌塩化物イオンの低下があり除塩効果を確認できた。

汎用化水田の機能を発揮する効率的な排水対策技術の確立では，大豆転作田において，営農レベル

で実施可能な排水対策技術として，明渠に弾丸暗渠を接続させることで，明渠内の水溜まりを排水促

進する効果を確認した。接続部を明渠側面下部に施工すると接続部形状の持続効果があった。また，

浅層暗渠施工については，事前に溝掘機で35～40cm程度掘削する方法をとることで，50ps程度の低出

力トラクタでも浅層暗渠の施工が可能であった。浅い位置に不要なもみ殻を投入しないためには，溝

掘時の掘削土を溝周辺に留める(目安：使用するトラクタ後輪の輪距幅)よう，土砂飛散防止板等での

調整が必要である。

水田パイプラインの省電力型利用方法の検討では，遠い水田から近い水田に送水する方法と給水栓

損失水頭を自然圧パイプライン程度の１ｍにすることにより，代かき順序をほ場整備計画（揚水機場

より近い水田から遠い水田）と比較し，摩擦損失水頭を18％～35％，電動機出力を20％～29％低減す

ることが可能である。既設電動機を使用する場合は，代かき期の電気料がほとんど変わらず，電動機

を更新する場合，電動機出力や電気料金を22％～31％節電することができるが，代かき期間のみでは

節電額が約８千円～９万円と少額となることから，かんがい調整労力を考えると実現は困難と想定さ

れた。

地下水制御システムを効果的に活用できる水管理技術の確立では，地下水制御システムを設置した

キャベツ栽培ほ場において最適な水管理方法の確認はできなかったが，干ばつ時に生育に適した土壌

水分となる地下かんがいを行えば生育促進に繋がることが示唆された。また，地下かんがい方式によ

る水稲乾田直播では，鎮圧の有無，鎮圧の強さにより地下かんがいによる地表への浸潤状況に違いが

見られたが，苗立率に差は見られなかった。

４）作物保護部

新農薬による病害虫防除に関する試験において，水稲ではいもち病，紋枯病，苗腐病，カメムシ類，

イネツトムシ，フタオビコヤガに対して，麦類では赤かび病に対して，大豆では紫斑病，マメシンク
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イガ，ウコノメイガ，アブラムシ類に対して各種殺菌剤，殺虫剤を供試し，防除効果を評価した。

ダイズ病害虫の総合的管理技術の確立のうち土壌伝染性病害の発生生態の解明と防除技術の確立で

は，茎疫病の発生株率と発根数とに正の相関があること，黒根腐病では，土壌水分の高い区で発病程

度の高い株が増加した。また，べと病の防除について，ダイズ紫斑病防除と同時期の防除が適当であ

り，薬剤としてマンゼブ水和剤も活用の余地があることが示唆された。主要害虫の発生生態の解明と

発生予察手法の開発では，フタスジヒメハムシでは，第１世代成虫の発生量から第２世代の発生量予

測が可能となった。ダイズの播種時期が遅いほどタバコガ類幼虫の発生密度が高まることを確認した。

ツメクサガに対する性フェロモン剤の誘引性を調査し，有効期間が 1週間程度であることを確認した。
ダイズサヤムシガの発生消長を調査し，防除時期を確定した。フタスジヒメハムシ，マメシンクイガ，

ダイズサヤムシガの同時防除を検討したが，子実肥大期の１回防除では，被害抑制効果が認められな

かった。

イネばか苗病の発生抑制技術体系の構築では，蒸気消毒を行うことで発病苗率や徒長率が温湯浸漬

処理よりも低くなることを確認した。

LED 光源を利用した予察灯の実用化委託事業では，予察灯の光源として緑色光 LED を使用した場
合，ヒメトビウンカ，ツマグロヨコバイ，イネミズゾウムシ，フタオビコヤガ，アカスジカスミカメ，

アカヒゲホソミドリカスミカメに対して従来の白熱電球と同等の誘引性を示すことを確認した。

濡れ時間等を利用した水稲病害発生予察法の開発および実証では，葉面濡れセンサーにより観測

した濡れ時間は，実際の発病に対応して従来のシステム（BLASTAM）でとらえられない濡れも観測
されており，予察システムの精度向上が可能と考えられた。また，水田の自動給排水システムの現地

実証では，水位を自動で一定に保ち，慣行管理した対照ほと生育・収量の差はなく，97％の労働時間

削減ができた。実証農家によるシステムへの評価も高かった。

温暖化によるイネ紋枯病の被害予測と被害軽減対策では，実際に場内ほ場において温度上昇区を

設置して防除体系や薬剤の効果を調査した結果，現行の防除体系や箱施用剤の効果を確認した。BLIG

HTASとメッシュ気象データを用いた面的発病予測では，多発ほ場とそれ以外のほ場に分けることによ

り実測値と整合性がみられ発病予測に利用可能と考えられた｡

農作物有害動植物発生予察事業のうち，普通作物の定点調査では，イネとムギ及びダイズの主要病

害虫について，病害虫発生予察情報の基礎資料として調査を行った。イネ紋枯病の発生推移と気象要

因の関係では，発病株率予測フローの気温や降水条件の閾値を設定し，アルゴリズムを試作した。イ

ネ稲こうじ病の発生と気象要因の関係では，発病系統と出穂前の積算降水時間と正の相関が見られ，

平均気温とは負の相関が見られた。病害虫検定診断対策では，ヒメトビウンカにおける各薬剤の LD
５０値を算出した。また，ジャガイモヒゲナガアブラムシの薬剤感受性検定を行い LC ５０値を算出した。

さらに，フタスジヒメハムシとオオタバコガの感受性検定手法を開発し，LD ５０値を算出した。オオ

タバコガとツメクサガの３齢幼虫における識別法を開発した。登米市東和町において，イネドロオイ

ムシの薬剤感受性の低下を確認した。

農薬安全使用指導事業のうち，水稲病害虫に対する薬剤防除試験では水稲の斑点米カメムシ類に

対する殺虫剤３種の防除効果を比較し，ジノテフランの効果が高く，残効も長いことを確認した。

水稲奨励品種決定調査では，金のいぶきのいもち病防除体系を検討し，箱施用剤＋水面施用剤＋

茎葉散布剤の３回防除の効果を確認した。
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４ 平成29年度農業関係試験研究課題体系図

＜主要目標＞ ＜主要課題＞ ＜個別課題＞ ＜研究期間＞

Ⅰ農業の東日本大 １農業生産力の回 ①水稲品種の育成（作物育種部） 平成23年～
震災からの再生 復に向けた継続 （県単･6,933千円）
と発展に向けた 支援
復興支援

２先端技術の現地 ①食料生産地域再生のための土地利用型営 平成24～29年
実証による産地 農技術の実証（水田利用部・土壌肥料 （受託･15,404千円）
復興支援 部・作物保護部）

３放射性物質の動 ①農産物放射能対策事業（土壌肥料部） 平成23年～
態把握と吸収抑 （事業･7,275千円）
制対策

②放射性核種の農畜産物への吸収移行及び 平成24年～
農林生産環境における動態に係る調査研 （受託･450千円）
究（土壌肥料部・水田利用部）

③移行抑制に必要なカリ適正水準の設定 平成28～29年
（土壌肥料部） （受託･1,350千円）

Ⅱ食材王国みやぎ １みやぎオリジナ ①水稲品種の育成（作物育種部） 平成23年～
を支える農畜産 ル品種の育成と （県単･6,933千円）
物の創出 新品目の導入 （再掲）

②水稲奨励品種決定調査（水田利用部） 昭和28年～
（県単･1,209千円）

③大豆育成系統適応性調査（水田利用部） 平成26年～
（受託･250千円）

④麦類･大豆の加工適性を重視した品種選 平成19年～
定と栽培法の確立（水田利用部） （県単･1,517千円）

⑤大麦有望系統の適応評価と普及性の検討 平成26～30年
（水田利用部） （受託･782千円)

２みやぎブランド ①宮城県における先進的水稲省力・低コス 平成28～30年
農産物の安定生 ト栽培技術の確立（水田利用部） （県単･1,682千円）
産・出荷のため
の技術開発

②水稲直播栽培における雑草イネ・漏生イ 平成28～30年
ネの防除体系の確立と実用化（水田利用（受託･1,235千円）
部）

③生育・生産情報に基づく水田肥沃度・生 平成29～31年
産力の判別法の確立（土壌肥料部） （県単･2,680千円）
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④大豆多収阻害要因の実態解明と効率的な
要因改善の実証（土壌肥料部・作物保護 平成27～31年
部・水田利用部） （受託･2,630千円）

３生産資材の適正 ①農作物病害虫防除等の新農薬並びに新肥 平成29年度
使用とリスク管 料資材効果確認試験（水田利用部・土 （受託･
理支援 壌肥料部・作物保護部） 13,082千円）

②製鋼スラグの水稲への施用効果（土壌肥 平成29年度
料部） （受託･900千円）

③ＡＬＣに代わる新たな石灰資材の開発と 平成17年～
効果確認試験（土壌肥料部） （受託･1,620千円）

④畑作物土壌由来リスク管理技術の確立 平成26～30年
（土壌肥料部） （事業･321千円）

⑤超低カドミウム稲を用いた汚染土壌対策 平成25～30年
の実証（土壌肥料部） （事業･325千円）

⑥低カドミウムイネ良質米品種の早期育成 平成26～30年
（作物育種部） （事業･1,605千円）

⑦寒冷地北中部向き耐冷性良食味品種の育 平成26～30年
成（カドミウム低吸収性）（作物育種部）（受託･1,300千円）

⑧水稲のヒ素吸収における水管理効果実証 平成28～30年
試験（土壌肥料部） （事業･315千円）

Ⅲ環境に配慮した １環境負荷を軽減 ①イネばか苗病の発生抑制技術体系の構築 平成26～30年
農業技術の確立 する病害虫・雑 （作物保護部） （事業･538千円）

草管理技術の開 平成29年度
発 （受託･500千円）

②LED光源を利用した予察灯の水稲害虫に 平成27年～29年
対する誘引性能評価（作物保護部） （受託･200千円）

③ダイズ病害虫の総合的管理技術の確立 平成26～30年
（作物保護部） （県単･1,289千円）

④地域レベルの問題雑草管理指針の策定と 平成27年～31年
防除技術の体系化（水田利用部） （県単･1,345千円）

２温室効果ガスの ①農地土壌炭素貯留等基礎調査事業（土壌 平成25年～32年
排出を抑制する 肥料部・農園研） （受託･738千円）
資源循環型農業
技術の開発
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②混合堆肥複合肥料の試作と肥効の検討 平成28年～30年
（土壌肥料部・畜試・農園研） （事業･6,200千円）

③メタン発酵消化液の作物栽培への利用 平成28～30年
（土壌肥料部） （事業･3,501千円）

④簡易・迅速土壌診断による土壌の窒素肥 平成28～30年
沃度測定法の確立（土壌肥料部・農園研）（事業･680千円）

Ⅳ環境変動に対応 １気象変動や気 ①水稲品種の育成（作物育種部） 平成23年～
する技術の確立 候温暖化に対 （県単･6,933千円）

応する農業技 （再掲）
術の開発

②気象変動に対応した革新的な育種素材の 平成26～30年
開発（作物育種部） （県単･690千円）

③耐冷性やいもち病抵抗性を強化した東北 平成26～30年
オリジナル業務・加工用多収品種の開発（受託･5,590千円）
（作物育種部）

④東北地域における高温耐性と耐冷性を兼 平成27～31年
ね備えた水稲品種・育種素材の開発 （受託･1,215千円）

（作物育種部）

⑤全国で活用できる遺伝子発現予測システ 平成25～29年
ムの開発と農業形質予測への展開（作物 （受託･800千円）
育種部）

⑥濡れ時間等を利用した水稲病害発生予察 平成27～30年
法の開発及び実証（作物保護部） （受託･2,000千円）

⑦温暖化によるイネ紋枯病の被害予測と被 平成27～31年
害軽減対策（作物保護部） （受託･1,276千円）

Ⅴ効率的な農地利 １効率的なほ場基 ①暗渠を利用した土壌水分コントロールに 平成28～32年
用のための技術 盤の整備と水田 よる水田基盤活用技術の確立（土壌肥料（県単･1,226千円）
の確立 の高度利用技術 部）

の確立

②汎用化水田の機能を発揮する効率的な排 平成28～31年
水改良技術の確立（土壌肥料部） （事業･1,876千円）

③水田パイプラインの省電力型利用方法の 平成27～29年
検討（土壌肥料部） （事業･451千円）

④地下水位制御システムを効果的に活用で 平成29～31年
きる水管理技術の確立（土壌肥料部） （事業･952千円）
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２水稲の多面的利 ①寒冷地における高糖分型飼料稲栽培と利 平成27～31年
用活用技術の確 用技術開発（水田利用部・畜試） （受託･2,000千円)
立

Ⅵ省力・低コスト １省力・低コスト ①宮城県における先進的水稲省力・低コス 平成28～30年
軽労化技術の確 化技術の開発 ト栽培技術の確立（水田利用部） （県単･1,682千円）
立 （再掲）

②大豆用高速畝立播種機の開発評価（水田利 平成27～30年
用部） （受託･797千円)

Ⅶ先進技術を活用 １遺伝子情報とバ ①水稲葯培養による画期的新品種の開発 平成10年～
した農業技術の イオテクノロジ （作物育種部） （県単･478千円）
確立 ーの利用開発

②ゲノム選抜育種による出穂期改良品種開 平成25～29年
発の加速（作物育種部） （受託･715千円）

③全国で活用できる遺伝子発現予測システ 平成25～29年
ムの開発と農業形質予測への展開（作物 （受託･800千円）
育種部） （再掲）

④重イオンビーム照射による有用変異体の 平成27～30年
探索（作物育種部） （受託･1,000千円）

２スマート農業を ①生育・生産情報に基づく水田肥沃度・生 平成29～31年
実現するＩＣＴ 産力の判別法の確立（土壌肥料部） （県単･2,680千円）
・ロボット技術 （再掲）
の活用支援

【調査事業】

①農作物有害動植物発生予察事業 （農園研，古試） 昭26～ （事業）
②稲作地帯別好適生育型策定と安定多収の機作解明の技術確立 （古試） 昭62～ （事業）
③生育調査ほ （古試） 昭40～ （事業）
④主要農作物高位安定生産要因解析〔作況試験〕 （古試） 昭63～ （事業）
⑤農用地土壌汚染防止対策推進事業 （古試） 平７～ （事業）
⑥肥・飼料検査取締業務 （古試） 平13～ （事業）
⑦農薬安全使用指導事業 （古試） 昭27～ （事業）

注） 個別課題枠： は経常的研究課題 は重点的研究課題 ゴシックは平成29年度新規課題
「県単」：県単独研究，「国補」：国庫補助等研究，「受託」：受託研究，「事業」：事業研究
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Ⅱ 試験研究成果の概要

１ 農業の東日本大震災からの再生と発展に向けた復興支援

１）農業生産力の回復に向けた継続支援

① 水稲品種の育成（平成23～，県単）

＜目的＞

米の消費減退，米価下落など稲作を巡る情勢は厳しさを増している。宮城県における稲作経営の安

定と更なる発展を図る上で，本県での栽培に適した，商品性の高い特長をもつ水稲品種を開発するこ

とは必須の課題である。本課題では，耐冷性，いもち病抵抗性に優れ，良質で極良食味な粳や糯品種，

また，低コスト生産が可能な直播適性品種，多収品種，加工用，多用途向きの水稲品種を育成する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)品種に関する試験 作物育種部 遠藤 貴司 農研機構，

(1)品種特性調査 佐藤 浩子 各道県水稲

(2)品種系統保存 石森 裕貴 育種試験地，

(3)寒冷地育成地間相互交換系適 中込 佑介 系適・特検

2)新品種育成 ・世代促進

(1)交配 栽培試験地

(2)雑種集団の育成と選抜

(3)系統養成と選抜

(4)特性検定

(5)現地選抜試験

(6)生産力検定

＜成績の概要＞

新配付系統として「東北230号」（早生・低アミロース・良食味・耐冷性強），「東北231号」（やや

晩生，多収，耐冷性）を育成した。

＜今後の課題＞

収量性をさらに向上させるための遺伝資源の導入や交配母本の選定

２）先端技術の現地実証による産地復興支援

① 食料生産地域再生のための土地利用型営農技術の実証

（平成24～29，受託・東北農業研究センター）

＜目的＞

東日本大震災から復興し，水田を中心とした食料生産地域を早期に再生するために，地域の担い

手に農地を集積するとともに，ほ場区画や経営規模の拡大により，コスト競争力のある水田農業の

実現が期待されている。
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土地利用型農業の低コスト化戦略として，現行区画にも対応可能な技術である逆転ロータリ利用

の広畝成形播種方式，効率的な作物切り替え技術，乳苗・疎植による水稲移植を組み合わせた，低

コスト３年４作水田輪作体系を実証する。また，大区画圃場に対応した鉄コーティング湛水直播の

耐倒伏性向上技術や効率的灌排水技術，気象情報に基づく生育診断管理技術などの支援技術を確立

し，被災地の低コスト輪作実証体系に導入しその効果を実証する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者
部 名 担当者

1)中型機械の汎用利用による低コスト３年４作水田 水田利用部 吉田 修一 東北農研セ

輪作体系の実証 星 信幸 ンター，中

ａ 広畝成形播種方式による２年３作体系の開発 猪野 亮 央農研セン

・実証 島津 裕雄 ター，クボ

ｂ 疎植及び乳苗移植による省力低コスト水稲栽 菅野 博英 タ(株)，井

培の開発・実証 大川 茂範 関 農 機

ｃ ３年４作現地実証と営農モデル 國嶋 広達 (株)，農業

2) 高能率な鉄コーティング水稲湛水直播技術の実証 滝澤 浩幸 ・園芸総合

金原 昭三 研究所ほか

金野 勇悟

阿部 脩平

＜成績の概要＞

1)-a 広畦成形播種方式による水稲乾田直播技術について，生産法人は習熟を重ねており，雑草対策

や生育状況に応じた追肥作業もこなれてきている。麦類では，前作物の処理遅れによる播種遅れが発

生しミノリムギでは収量を確保したが，シラネコムギでは大きく減収した。麦類の収穫遅れにより大

豆は種はすべて晩播作業となったが，基肥を施用し適期に中耕するなど生産技術は習得できたと考え

る。

２年３作の輪作体系について，生産法人では技術として習熟しているものの，経営全体の優先順位

から麦類の播種期に影響が及ぶことを修正できていない。今後，提案している３年４作体系に取り組

むことで，わら回収ほ場を明確化し合理的なほ場管理で，作目ごとの単収確保が重要である。

1)-b 簡易乳苗育苗では，育苗日数が10日と稚苗の半分以下で目標とする乳苗が得られ，移植苗箱数

は，乳苗疎植（11.1株/㎡）とすることで，慣行（稚苗18.5株/㎡）の半分程度に減らすことができた。

収量及び品質は慣行を下回ったが，６月３日植えの乳苗で比較的安定した収量を得ることができ，大

規模化技術として実証された。

1)-c ２年３作体系（直播水稲→麦類→大豆）で稲わらの回収も実施する生産法人の麦類への切換について

は，降雨による水稲刈取作業の遅れに大きく影響され，早期切替が困難であった。麦類への早期切換には移

植水稲（直播水稲に比べ２週間程度刈取が早い）の高刈＋残渣稲わら鋤込み→麦類の適期は種で対応し，

わら回収には後作麦の無い乾田直播水稲をあてる３年４作体系（乾田直播水稲→移植水稲→麦類→大豆）

への転換が有利である。生産法人では，「みやこがねもち」の乾田直播技術に習熟し，麦後の大豆晩播栽培

における「ミヤギシロメ」への対応（晩生品種の生育量確保のため，基肥を施用し狭畦栽培を基本とする）も理
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解できたと考える。

2)鉄コーティング水稲湛水直播での無代かきは代かき有りに比べて生育がやや劣り，収量はやや低下

するものの，品質と食味は上回った。倒伏は播種機による点播では認められないが，無人ヘリによる

散播ではやや多くなる傾向であった。

＜今後の課題＞

1)輪作作物の増収対策と雑草防除技術について普及担当と協力して定着。適切な水管理と雑草防除，

積極的な乳苗の露地育苗や追肥等を組み合わせによる収量・品質確保。２年３作体系に水稲移植栽

培を導入した効果検証の継続及び，３年４作体系マニュアルの作成。

2)無代かきによる作業時間短縮と苗立ち向上，耐倒伏性等について実証。

３）放射性物質の動態把握と吸収抑制対策

① 農産物放射能対策事業 （平成23～，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

農地土壌中の放射性物質定点調査については，平成23年度から平成27年度まで，農林水産省消費・

安全局農産安全管理課長からの依頼により実施してきたが，平成27年度で国の調査が打ち切りとなっ

ている。しかし，その後，県が継続調査することとなった。本年度は，定点におけるモニタリング調

査を継続し，平成29年度における土壌放射性セシウム濃度を把握する。

また，土壌中カリ含量が多いほど農作物への放射性セシウムは吸収抑制されることが知られている

ことから，放射性セシウムが比較的吸収されやすい作目である大豆において，施肥体系の違いが大豆

栽培前後の土壌中交換性カリ含量に与える影響を明らかにすることで，土壌中カリ含量を維持するた

めの最適な肥培管理を明らかにする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)放射性物質定点調査 土壌肥料部 宮本 武彰 関係農業改

2)大豆のセシウム吸収抑制技術 島 秀之 良普及セン

（肥培管理が土壌中カリ含量に与える影響） 石川 亜矢子 ター

＜成績の概要＞

1)放射性物質定点調査

本年度は県内25地点の定点土壌（うち14点で農作物も測定）の放射性セシウム濃度，交換性放射

性セシウム濃度，土壌中カリ含量を調査し，農産物への放射性物質吸収抑制対策のための資料とす

るために，農産園芸環境課に報告した。

2)大豆のセシウム吸収抑制技術

大豆栽培において，栽培前の塩化カリや堆肥による土壌中カリ含量の増加量は収穫後まで維持さ

れることを確認した。大豆子実のセシウム濃度は，土壌の交換性セシウム/土壌中カリ含量比が大き

いほど高い傾向が認められ，高い相関を示した。

＜今後の課題＞

・土壌中カリ含量の長期的な推移調査
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②放射性核種の農畜産物への吸収移行及び農林生産環境における動態に係る調査研

究 （平成24～，受託・農林水産省農林水産技術会議事務局）

＜目的＞

農林水産技術会議事務局では，食と農業の安全性を農産物の放射性核種（137Cs，90Sr）のバック

グラウンドレベルで監視するため，全国各地の農産物及び農地土壌の放射能水準を調べている。そこ

で，耕種履歴が明らかな農業試験場内の試料（水稲，小麦）を採取し，放射性・非放射性核種濃度の

測定を行うための前処理を行ない，指定分析機関に試料を提供する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)放射性核種の農畜産物への吸収移行及び農林生産 土壌肥料部 森谷 和幸

環境における動態に係る調査研究 水田利用部 金原 昭三

＜成績の概要＞

水稲については，場内で栽培・生産した玄米と栽培土壌（０～30cm）を作土層と下層土に分け，指

定分析機関に送付した。小麦については，場内で栽培・生産した玄麦と栽培土壌（０～30cm）を作土

層と下層土に分け，指定分析機関に送付した。また，水稲，小麦の調査ほ場の耕種概要，気象観測デ

ータを取りまとめ，農林水産技術会議事務局に送付した。

＜今後の課題＞

・バックグランドレベルの監視のためには継続してデータの蓄積を行う必要がある。

③ 移行抑制に必要なカリ適正水準の設定

（平成28～29，受託・営農再開コンソ-シアム）

＜目的＞

農作物への放射性セシウム吸収抑制対策として主にカリの上乗せ施用が実施されているが，農作物

検査で放射性セシウムが検出される事例は少なくなっており，通常の施肥管理に戻すことが求められ

ている。そこで，水稲において引き続きカリ増肥が必要となるほ場条件を明らかにする。

ここでは，県南及び県北地域の現地ほ場において交換性カリ含量と玄米中セシウム濃度の関係を調

査し，水稲玄米中放射性セシウム濃度を上昇させないための適正な土壌中カリ含量水準を明らかにす

るための資料とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者
部 名 担当者

1)移行抑制に必要なカリ適正水準の設定 土壌肥料部 宮本 武彰 東北農研セ

石川 亜矢子 ンターほか

島 秀之

＜成績の概要＞

収穫期の土壌交換性カリ（土壌K2O）は10地点中６地点で25mg/100gDW以下だったが，玄米Cs137濃
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度は全地点で5Bq/kg以下だった。移行係数はすべての地点で平成28年に比べて低下しており，その理

由の一つとして，土壌交換性放射性セシウム（土壌ExCs137）が低下したことが考えられた。

収穫時の土壌K2Oは平成28年の収穫時とほぼ同程度であり，カリ増肥を中止してから２～４作目と

なる県南地域でも，前年同時期と比べて土壌K2Oの低下は認められなかった。

＜今後の課題＞

・移行係数に土壌要因が及ぼす影響の解明

・カリ増肥中止ほ場における土壌中交換性カリ含量の経年推移の把握

２ 食材王国みやぎを支える農畜産物の創出

１）みやぎオリジナル品種の育成と新品目の導入

① 水稲品種の育成（平成23～，県単）（再掲）

② 水稲奨励品種決定調査（昭和28年～，県単）

＜目的＞

主要農作物種子法に基づき奨励品種決定調査を実施している。

国，県及び民間等の育成地から新系統の配付を受け，本県に適した優れた品種を選定する。また，

奨励品種決定調査で有望と認められた系統及び品種の栽培方法を早期に確立し，迅速な普及を図る。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)基本調査（昭和28年～） 水田利用部 島津 裕雄 各農業改良

(1)本調査：奨励品種候補選定 猪野 亮 普及センタ

(2)予備調査：有望系統選定 國嶋 広逹 ー

2)現地調査（昭和28年～） 土壌肥料部 阿部 倫則

3)水稲新品種栽培法の早期確立 作物保護部 宮野 法近

＜成績の概要＞

1)本調査では，酒造好適米の「東北酒218号」を有望，「ふ系246号」，「東北223号」，「東北221号」，

「東北224号」，「東北228号」，「東北225号」を継続検討とした。予備調査では早生系統の「ふ系249

号」，中生系統の「東北226号」，「東北227号」，「岩手129号」，「福島47号」，晩生系統の「東北229号」

を継続検討とし，次年度の本調査に加える系統を選定した。

2)現地調査では，「東北酒218号」を「有望」，「ふ系246号」，「東北223号」，「東北221号」，「東北224

号」，「東北228号」，「東北225号」を継続検討とした。

3)新品種の栽培法で，「だて正夢」については，移植時期を５月上旬とすることで，穂数の確保に有

利となり玄米収量を確保できる。栽植密度を70株/坪と高めにすることで５月中旬植えであっても一

定の収量を確保することができる。基肥の増肥は籾数確保に有効であるが，減数分裂期の追肥と共に

玄米タンパク含量の増加を引き起こす。また，収穫適期は1,000～1,100日℃付近（出穂後50～57日頃）

と考えられた。
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「金のいぶき」については，移植を５月中旬とすると５月上旬移植に比べて穂数が減少し，精玄米

重が減少した。裁植密度を13.9株/㎡にすることで，穂数の減少や登熟歩合と千粒重の減少により収

量が低下した。５月上旬植の裁植密度18.5株/㎡とすることで，基肥を３kgに減らした場合でも一定

の収量を確保できた。幼形期追肥N１kgのみでは収量が低下した。

＜今後の課題＞

・カドミウム低吸収性イネ「東北228号」の年次変動の確認

・「だて正夢」の初期生育の促進と追肥を組み合わせた栽培法における年次変動の確認

・「金のいぶき」の初期生育の調整と追肥を組み合わせた栽培法における年次変動の確認

③大豆育成系統地域適応性調査

（平成26～，受託・次世代作物開発研究センター）

＜目的＞

大豆優良系統の本県における地域適応性を検定し，品種育成選抜の資料を得る。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)大豆系統適応性調査 水田利用部 金原 昭三

阿部 脩平

＜成績の概要＞

1)刈系13系統，東山系６系統及び作系４系統について検討し，有望はなし，６系統を再検討と判定し

た。

＜今後の課題＞ 継続

④ 麦類・大豆の加工適性を重視した品種選定と栽培法の確立（平成19～，県単）

＜目的＞

麦類及び大豆では,栽培特性に加え,加工適正及び加工適性の変動が少ないことが極めて重要であ

る。そこで，実需者と連携しながら，一律な栽培条件以外に播種期や施肥量等様々な栽培条件での加

工適性検定を行い，麦類及び大豆の品種選定と栽培法を策定する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)麦類・大豆奨励品種決定調査 水田利用部 滝澤 浩幸 各農業改良

(1)大豆奨励品種決定調査 金原 昭三 普及センタ

(2)麦類奨励品種決定調査 金野 勇悟 ー

2)麦類・大豆の有望系統の栽培法確立 阿部 脩平

3)麦類・大豆の各種栽培技術の確立

＜成績の概要＞

1)大麦では，本調査では「東北皮46号」を再検討とした。小麦では，本調査の「東北235号」は特性
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把握につき終了とした。

大豆では，本調査の「東山238号」，「東山231号」，「里のほほえみ」及び予備調査の「関東135号」

の4系統を次年度の本調査対象系統として選定した。

2)小麦「夏黄金（東北229号）」の栽培法について、播種期・播種量，追肥量及び収穫適期について検

討し10月中旬までの播種が重要と確認された。また，追肥量については，窒素成分量で減数分裂期5.

0kg，穂揃期5.0～7.5kgが適すると考えられた。収穫適期は，成熟期後10日以内が適期と考えられた。

大麦有望系統の栽培法については受託研究で対応した。大豆は６系統を再検討とした。

3）大豆の狭畦摘芯栽培の検討では，「ミヤギシロメ」を用いて，標播と晩播における摘芯処理時期に

よる蔓化・倒伏軽減効果や収量への影響について検討し，生育量が十分なる条件下において８葉期頃

に摘心するのが良いと考えられた。

＜今後の課題＞

・大麦，小麦での有望系統の選定 継続品種は，実需者による加工適性試験を実施

・大麦，小麦新規奨励品種の栽培法検討

・大豆狭畦摘芯栽培における摘芯の加工適性への影響及び摘芯を行う判断基準となる生育指標調査

⑤ 大麦有望系統の適応評価と普及性の検討

（平成26～30，受託・新需要大麦等育種コンソーシアム）

＜目的＞

育成地が育成した大麦有望系統のうち，主に東北南部向け系統の栽培特性を把握し，本県への適応

性を明らかにする。また，奨励品種採用後の速やかな普及を目的に，大麦奨励品種候補系統の栽培特

性を明らかにし，栽培法を早期確立する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)新品種・系統の適応性評価 水田利用部 阿部 脩平 長野県農業

滝澤 浩幸 試験場

2)有望系統の栽培法の確立 金野 勇悟

金原 昭三

＜成績の概要＞

1)適応性評価としては，「東山系573」を再検討とした。「東山裸糯117号」は打ち切りとした。

2)有望系統の栽培法としては，「ホワイトファイバー」の現地実証ほを石巻市及び涌谷町に設置し普

及見込み地域での適応性を検討した。出穂期はシュンライより１～２日，成熟期は２日程度遅かった。

＜今後の課題＞

・有望系統「ホワイトファイバー」栽培法の継続検討（年次変動の確認）

２）みやぎブランド農産物の安定生産・出荷のための技術開発

① 宮城県における先進的水稲省力・低コスト栽培技術の確立（平成28～30，県単）

＜目的＞
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宮城県の湛水直播栽培では，鉄コーティングによる苗立ちや倒伏の問題への対策として，「べんが

らモリブデン」を用いた栽培方法が普及しつつある。そこで，本技術による生産安定のため，ほ場条

件，機械や資材の適応性等について検討する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)モリブデンコーティングによる直播栽培 水田利用部 菅野 博英

2)無コーティング種子代掻同時播種 猪野 亮

3)鉄コーティング水稲湛水直播栽培の実態調査 土壌肥料部 小山かがみ

＜成績の概要＞

1)モリブデンコーティング（以下「べんモリ」）での播種時の土の硬さは，代かきから播種までの中

２日程度，ゴルフボール高±０cm前後（足跡がゆっくりと消える程度）の柔らかめが適している。カ

ルパーキットを用いる場合は，播種後の覆土が鳥害抑制，種子の流亡防止，苗立ちの向上につながる

ことから，播種から出芽苗立ちまで時間を要する場合には，覆土をすることが有効であると考えられ

た。種子処理用農薬の検討では，直播栽培に登録のある殺菌剤及び殺虫剤の同時コーティングを行っ

た結果，殺菌剤は薬害が認められず実用性が高いことが示唆された。

2)無コーティング種子代かき同時播種は，播種後の落水が早かったため，鳥害が発生した。出芽揃い

は遅かったが，茎数の増加は早く，「ひとめぼれ」では穂数が過剰で倒伏と登熟歩合の低下を招いた。

3)鉄コーティング直播栽培は省力低コスト栽培として東日本大震災以降急増しているが，収量面では

移植栽培と比較して収量が安定せず，雑草防除，ほ場の準備，水管理等に課題があることが明らかに

なった。

＜今後の課題＞

1)鳥害を抑制するための覆土管理，年次変動の確認

2)適正播種量，落水時期等の検討，年次変動の確認

3)栽培マニュアル等による栽培指導の徹底

② 水稲直播栽培における雑草イネ・漏生イネの防除体系の確立と実用化

（平成28～30，受託・中央農業総合研究センター）

＜目的＞

近年，稲発酵粗飼料や飼料用米，米粉などの生産を目的とした新規需要米向け水稲品種の作付けが

各地で推進されているが，籾や玄米の識別性が大きいこれらの品種を作付けした翌年に一般の良食味

水稲品種を作付けすると，前作の脱粒種子が漏生し（漏生イネ），当年産玄米に混入して検査等級が

低下する場合がある。漏生イネは，雑草イネと異なり圃場に自生して継続的に増殖することはないが，

水稲直播栽培圃場での防除が極めて困難な点は雑草イネと同様であり，対策技術の開発が強く求めら

れている。そこで本課題では，直播栽培体系における漏生イネ防除体系を構築・実証することを目標

とする。

＜細目課題＞
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細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)耕起方法による漏生イネの防除効果 水田利用部 菅野博英

2)石灰窒素施用による漏生イネの防除効果 大川 茂範

土壌肥料部 佐々木次郎
森谷 和幸

＜成績の概要＞

不耕起栽培と石灰窒素施用の組合せが発芽率を抑制し，深耕や耕起回数の増加により深部まで砕土

率が高くなり，水の浸透性が高まることでこぼれ籾の発芽率が抑制される傾向が見られた。

＜今後の課題＞

・石灰窒素施用から耕起までの期間を長くし，年次変動の確認

・現地適応性の検討

③ 生育・生産情報に基づく水田肥沃度・生産力の判別法の確立

（平成29～31年，県単）

＜目的＞

現在の収量・品質をワンランクアップさせるために，生育・生産情報からほ場毎の肥沃度や生産力

を数値化・見える化し，それに応じた最適な肥培管理を行うための技術を開発する。

特に，収量コンバイン等から得られる収量情報やドローン等による生育情報を活用し，稲体の窒素

吸収量の推定を基にほ場の肥沃度や生産力の評価を目指す。

＜細目課題＞

研究担当
細目課題名 分担協力者

部 名 担当者

1)主要品種の窒素玄米生産効率の解明・整理 土壌肥料部 森谷 和幸 (株)クボタ

2)水田肥沃度の判別方法の確立 今野 智寛

阿部 倫則

小山 かがみ

＜成績の概要＞

1)主要品種の窒素玄米生産効率の解明・整理

生産情報である精籾重及び精玄米重と玄米タンパク含有率から，窒素精籾生産効率または窒素玄米生産

効率を用いて，成熟期の窒素吸収量を推定できる可能性が示された。また，成熟期の窒素吸収量がわかれ

ば，施肥窒素量，施肥窒素利用率から土壌由来の窒素供給量を推定できることが示唆された。

2)水田肥沃度の判別法の確立

本年は，窒素施肥量に応じた生育，稲体窒素吸収量，収量等の幅を創出させ，ドローン空撮画像から正

規化植生指数(NDVI)の算出体制を確立し，同一ほ場内での幼穂形成期の NDVI と草丈，籾数との相関関

係を確認した。

＜今後の課題＞
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・成熟期窒素吸収量の推定式が年次が異なっても当てはまるかの検証が必要

・推定した土壌由来窒素供給量が施肥設計の指標となるかの検証が必要

・ドローン空撮画像から算出した正規化植生指数による稲体窒素吸収量の推定精度の向上

④ 大豆多収阻害要因の実態解明と効率的な要因改善の実証

（平成27～31，受託・中央農業総合研究センター）

＜目的＞

宮城県の大豆生産は平均単収が約160kg/10a（過去10年平均）と本研究の目標収量250kg/10aと比べ低く，

ほ場ごとに多収阻害要因が異なり収量の変動差が大きい。そのため，大豆の生産性に影響を及ぼしている

様々な多収阻害要因を的確に把握し，ほ場ごとに適切な営農対策技術を講じる必要がある。本研究では，

多収阻害要因の診断法及び技術導入支援マニュアル作成のため，宮城県内における大豆多収阻害要因の実

態を明らかにする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)大豆多収阻害要因の実態解明 土壌肥料部 今野 智寛 仙台・大河

2)ダイズ黒根腐病の発生実態と発生要因解析 森谷 和幸 原・亘理農

阿部 倫則 業改良普及

小山 かがみ センター

作物保護部 辻 英明

櫻田 史彦

宮野 法近

水田利用部 滝澤 浩幸

＜成績の概要＞

1)大豆多収阻害要因の実態解明

本年度の大豆多収阻害要因の実態解明は，大郷，岩切，岩沼，角田，大河原の５地点で調査を行っ

た。うち４地点で生産者の多収と低収の申告通りには収量差が生じなかった。その要因としては，気

象条件の影響が考えられた。

大郷，大河原では，降雨量が多いにも関わらず低収ほ場の方が土壌水分が低く推移し，多収ほ場と

の収量差が小さくなったと考えられた。低収ほ場では，これまで開花期頃の降雨が少ない年次には乾

燥ストレスが生じていた可能性が示唆された。

また，仙台では多収・低収の両ほ場とも開花期から開花20日後にかけて長雨で土壌水分が飽和して

いる状態だったが，降雨後には多収ほ場で土壌水分の低下が見られた。多収ほ場の排水性が低収ほ場

よりも良好であるものの，本年度は排水能力以上の降水量があったため，低収ほ場の排水性との差が

小さくなったと考えられた。

同じく角田においても降雨後３日目の土壌水分の減少程度は多収ほ場で大きく，排水性は低収ほ場
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と比較し良好であるが，本年度の気象条件下ではその差が小さくなったと考えられた。さらに，角田

と大河原では，多収，低収の両ほ場において，病害や雑草害が生じており，このことも収量差が見ら

れなかった要因となった。

収量差が見られた岩沼では，低収ほ場が湿害を受けやすい生育初期の地下水位が高いことが要因の

一つと考えられた。

2)ダイズ黒根腐病の発生実態と発生要因解析

ダイズ黒根腐病は県内広範囲で発生が確認され，地域によって発生量が異なった。黒根腐病が単独

で主要な減収要因となっているほ場は見られなかったが，排水性が悪いほ場での激発例があり，発病

消長にはより長期的な土壌水分条件が関わってくると考えられた。

＜今後の課題＞

・次年度からは診断された多収阻害要因に対する対策技術の実証試験を実施する。

・ダイズ黒根腐病の発生実態を引き続き調査し，ほ場履歴や栽培履歴等から発生要因を明らかにす

る。

３）生産資材の適正使用とリスク管理支援

① 農作物病害虫防除等の新農薬並びに新肥料資材効果確認試験

①－１ 新農薬による病害虫防除に関する試験

（平成28年，受託・（社）県植物防疫協会）

＜目的＞

農業生産の安定的向上と省力化および環境保全を考慮した病害虫の効率的防除体系の確立が望ま

れている。そのため，実用化されている防除薬剤より優れた効果を有する新農薬かどうか，残効期

間，使用法，薬害等について検討し，効果が認められた薬剤を県の病害虫防除指針に採用する必要

がある。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)殺菌剤・殺虫剤の効果・残効性 作物保護部 大江 高穂

辻 英明

小野 亨

宮野 法近

櫻田 史彦

横堀 亜弥

＜成績の概要＞

1)現在実用化されている防除薬剤より，効果や安全性が優れた新農薬を探索するため，イネではい

もち病，紋枯病，苗腐病，イネツトムシ，カメムシ類，フタオビコヤガを対象に計26剤（殺菌剤18剤，

殺虫剤８剤），ムギ類では赤かび病を対象に殺菌剤４剤，ダイズでは紫斑病，マメシンクイガ，ウコ

ンノメイガ，アブラムシ類を対象に計７剤（殺菌剤１剤，殺虫剤６剤）の試験を実施した。殺菌剤に

ついては水稲 14 剤，小麦３剤，大麦１剤について実用性高い～実用性有と認められた。殺虫剤につ
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いては水稲５剤，大豆３剤について実用性高い～実用性有と認められた。

①－２ 新資材，生育調整剤及び雑草防除に関する試験

（平成28年，受託・（社）県植物防疫協会）

＜目的＞

新たに開発された資材，生育調節剤及び除草剤等の効果や副次的影響等を検討し，その実用性を

判定する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)雑草防除に関する試験 水田利用部 大川 茂範 (公財)日本

ａ 水田雑草管理技術 國嶋 広逹 植物調節剤

ｂ ベンゾビシクロン含有剤 猪野 亮 研究協会，

2)多彩な条件下でのモリブデンコーティングによる 金原 昭三 (一社)宮城

水稲湛水直播栽培技術の確立 阿部 脩平 県植物防疫

3)水稲湛水直播栽培(鉄コーティング)における資材 菅野 博英 協会

を用いた生育の安定化

4) 大豆栽培における微生物資材を用いた増収効果

5) 大豆栽培における種子塗抹処理肥料を用いた増収

効果

＜成績の概要＞

1)雑草防除に関する試験では，水田雑草管理技術として，除草剤27剤68処理の適用性を試験し，24

剤37処理について実用性あり・有望と判定した。また，ベンゾビシクロン含有剤は，ホタルイに対し

て１葉期処理で高い除草効果が確認された。

2)モリブデンコーティング直播栽培において，覆土方法の違いによる苗立の向上を検討したところ，

覆土を強化した方が，鳥害を抑制し苗立ちと収量が安定することが確認された。

3)鉄コーティング直播栽培における資材を用いた生育の安定化では，種籾の鉄コーティング直前に「闘

根242」の500倍液に48時間浸漬することにより種子の発芽勢の向上が認められた。

4)新たに開発された微生物資材「ネバルくん」について，大豆の出芽率向上及び初期生育安定化につ

いて検討したが，百粒重と収量に有意差は認められなかった。

5)大豆の種子塗抹処理肥料「ルートビーズ」について，クルーザー MAXX との同時処理について検

討したところ，収量と百粒重への影響は認められなかった。

＜今後の課題＞

・各評価対象草種の適正密度での圃場維持管理

・水稲湛水直播栽培におけるモリブデン資材等は年次変動の確認

・大豆栽培における新資材の効果の確認（年次変動）

①－３ 新資材・肥料の特性と肥効に関する試験
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（平成29年，受託・（社）県植物防疫協会）

＜目的＞

新資材・肥料の特性を把握し，水稲栽培への効果的な利用法について検討する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)新資材・肥料の特性把握

ａ ひとめぼれ専用特号エコバージョン肥料試験 土壌肥料部 今野 智寛

ｂ 基肥一発合理化実証試験(宮城米パワフル一発 小山 かがみ

24肥料試験） 森谷 和幸

ｃ 粗粒てんろ石灰の大豆への施用効果 阿部 倫則

＜成績の概要＞

1)ひとめぼれ専用特号エコバージョン肥料試験

エコバージョン肥料は，鶏糞燃焼灰に由来するリン酸，カリを含んだ肥料であるが，稲体のリン酸

・カリ吸収量は慣行化成肥料と同等であり，水稲生育，収量，品質も同程度確保できた。また，作付

け前後での土壌中の可給態リン酸と交換性カリの減少程度は，慣行化成肥料を用いた場合と大差なか

った。

2)基肥一発合理化実証試験(宮城米パワフル一発24肥料試験）

宮城米パワフル一発24肥料（低PK緩効性肥料）試験区は，リン酸およびカリの施肥量が慣行区より

も少ないが，養分欠乏の目安となる最高分げつ期頃（７月４日頃）の稲体リン酸濃度0.7%，幼穂形成

期頃（7月18日頃）のカリ濃度2.4%を上回り，欠乏症状はどちらも見られなかった。精玄米重は，低

PK緩効性肥料区は慣行区とほぼ同等となり，整粒歩合は慣行区より高かった。

3)粗粒てんろ石灰の大豆への施用効果

粗粒てんろ石灰の大豆への施用効果試験は，てんろ石灰資材を平成29年度に一度に450kg/10a施用

した単年多用区と３年に分けて150kg/10aずつ施用する連用区を設けた。その結果，施用初年目の

本年度は，栽培前後の土壌pHが単年多用区と連用区では僅かな差ながら，土壌中カルシウムは単

年多用区の方が増加した。大豆収量は，単年多用区が無施用区より低い結果となった。これは，

てんろ石灰施用日から播種までが２週間と短かったため，生育初期の塩類濃度障害が発生したこと

によるものと推察された。

＜今後の課題＞

・資材効果の年次変動の確認

・粗粒てんろ石灰の残効と連用効果の確認

② 製鋼スラグの水稲への施用効果

（平成29～31年，受託・製鋼スラグ協会）

＜目的＞
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ケイ酸が水稲の受光体勢の改善，蒸散の抑制等に寄与し，品質向上や増収に繋がる重要な要素で

あることから，ケイ酸質肥料「粒状農力アップスーパー60」の施用が「金のいぶき」の生育や収量・

品質に及ぼす影響を明らかにする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)製鋼スラグの水稲への施用効果 土壌肥料部 小山 かがみ

森谷 和幸

阿部 倫則

今野 智寬

＜成績の概要＞

ケイ酸資材である粒状農力アップスーパー60の施用により，「金のいぶき」の登熟歩合，千粒重，

精玄米重は無施用区よりも優る傾向が見られた。収穫時の稲体茎葉部のケイ酸濃度については無

施用区の方が農力アップ区よりも高い結果となり，資材によるケイ酸吸収効果については判然

としなかった。

＜今後の課題＞

・土壌中の可給態ケイ酸量が少ないほ場における年次変動および効果の確認

③ ＡＬＣに代わる新たな石灰資材の開発と効果確認試験

（平成17～，受託・三菱マテリアル(株)）

＜目的＞

新たな石灰質資材によるカドミウム吸収抑制効果をほ場試験により確認する。特に，湛水管理条

件下でのタンカルの多量施用による水稲のカドミウム吸収抑制効果について検討する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)ＡＬＣに代わる新たな石灰資材の開発と効果確認 土壌肥料部 島 秀之

試験 宮本 武彰

石川 亜矢子

＜成績の概要＞

出穂前後湛水管理するカドミウム汚染ほ場において，タンカル３t/10aを秋施用した土壌pHの上昇

効果は粘質土壌では７作目まで維持されており，水稲のカドミウム吸収を抑制している。砂質土壌で

はpH上昇効果が低下した。収量，食味への影響はみられなかった。
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＜今後の課題＞

・これまでタンカルを散布したほ場の効果持続性の確認

・pH上昇効果の下がってきたほ場への追加散布の効果

・粗砕タンカル施用初年目の効果

④ 畑作物土壌由来リスク管理技術の確立

（平成26～30，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

食品衛生法のカドミウム（以下「Cd」）の基準値は，米の基準値が「１ppm未満」から「0.4ppm以

下」に改正されたが，畑作物については基準設定が見送られた。畑作物は，酸化的な土壌条件で栽

培されるため，作物によっては汚染地以外でも含有量が高まる懸念がある。Cdの吸収抑制対策とし

てアルカリ資材によって土壌pHを上げることで，作物可食部Cdは低減できるが，その低減効果は土

壌のCd濃度，作物によって異なる。

本試験では，土壌pHを作物の至適pHの範囲内で，畑作物の可食部Cdを国際基準値であるCodex基準

内に抑えることができる土壌Cd濃度を明らかにすることを目的とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1) 畑作物土壌由来リスク管理技術の確立 土壌肥料部 石川 亜矢子

島 秀之

宮本 武彰

＜成績の概要＞

1)コネギ（T-1スリム）のポット栽培では，土壌pH6.5を目標に調整を行えば，土壌Cd1.5mg/kgの土

壌まで基準値以下に抑えられた。

2)コカブ根部のポット栽培では，土壌pH6.5を目標に調整を行えば，土壌Cd1.2mg/kgの土壌まで基準

値以下に抑えられた。

3)コカブ茎葉部のポット栽培では，土壌pH6.5を目標に調整を行えば，土壌Cd0.7mg/kgの土壌まで基

準値以下に抑えることができた。

4)ダイズ（ミヤギシロメ）の屋外ポット栽培では，土壌pH6.5を目標に調整を行えば，土壌Cd1.5mg/

kgの土壌まで想定基準値以下に抑えられた。一方で，土壌pHが栽培期間中に１程度上昇していたこ

とや天水の供給があったことから，栽培期間中のpH推移や土壌水分との関係をさらに検討する必要

があると考えられた。

＜今後の課題＞

・他作物（ソラマメ，シソ，ミニ白菜）での検証

⑤ 超低カドミウム稲を用いた汚染土壌対策の実証
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（平成25～30，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

食品衛生法の基準値の改正により，平成23年２月から米のカドミウム（以下「Cd」）の基準値が「0.

4ppm以下」となった。基準値を超えるコメの産出量を減少させるため，現地では湛水管理に取り組

んでいる。平成24年３月に(独)農業環境技術研究所が，イネ品種コシヒカリにイオンビームを照射

することで，カドミウムをほとんど蓄積しない突然変異体（以下，コシヒカリ環1号）を開発した。

本試験はこのコシヒカリ環1号のCd低吸収性遺伝子をもつひとめぼれ系統の「東北228号」を用いて，

間断かん水条件下で汚染土壌における低Cd米生産およびヒ素（以下「As」）吸収低減効果について現

地試験で実証することを目的とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)超低カドミウム稲を用いた汚染土壌対策の実証 土壌肥料部 島 秀之 関係地方振

宮本 武彰 興事務所

石川 亜矢子

＜成績の概要＞

現地汚染土壌において，東北228号は，間断灌漑の水管理でもカドミウムを吸収せず，さらに間断

かんがいで湛水管理に比べてヒ素吸収も抑えることができた。

＜今後の課題＞

・東北228号のCd低吸収性の年次変動の確認

⑥ 低カドミウムイネ良質米品種の早期育成

（平成26～30，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

我が国では，平成23年に食品衛生法に基づく食用の玄米及び精米中のカドミウムの基準値が1.0㎎/

kgから0.4mg/kg以下に引き下げられた。宮城県では，県北の一部に基準値を超えるカドミウムを含む

米が生産される恐れのある地域があり，基準を超過した米が流通しないよう対策を講ずることが求め

られている。（国研）農環研とその他の共同研究機関において，「コシヒカリ」の突然変異で，土壌中

のカドミウムをほとんど吸収しない品種（以下「コシヒカリ環 1号」）を育成し，また，Cd低吸収性

系統を選抜する DNAマーカーを開発した。

本試験では，宮城県の主要品種および育成中の有望系統と「コシヒカリ環 1号」を交配し，その後

代から宮城県に適した早生～中生晩熟期の Cd低吸収性品種を育成することを目的とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)低カドミウムイネ良質米品種の早期育成 作物育種部 中込 佑介 土壌肥料部

遠藤 貴司 農産園芸環
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佐藤 浩子 境課

石森 裕貴

＜成績の概要＞

カドミウム低吸収性系統を使った交配は，2013年の夏交配から開始した。2016年度までに交配を実

施した組合せは，合計21組合せあり，世代はF2～F6である。2017年度は中生４組合せ，晩生１組合せ，

多収１組合せ，酒米２組合せの合計８組合せの交配を実施した。世代がF4まで進んだ組合せは集団選

抜に供試し，個体選抜を行った。F5世代は，昨年度選抜した８個体由来の８系統を供試し，８系統を

選抜した。F6世代は，昨年度選抜した１系統を生産力検定予備試験に供試し，選抜を行った。

＜今後の課題＞

平成30年度以降の有望系統（新配付系統）についても，「コシヒカリ環１号」もしくは「コシヒカリ環１号」

由来のカドミウム低吸収性遺伝子を保有する系統との交配を行う。現在養成中の材料の世代を進め，

選抜・固定を図る。

⑦ 寒冷地北中部向き耐冷性良食味品種の育成（カドミウム低吸収性）

（平成26～30，受託・(国研)農研機構 次世代作物開発研究センター）

＜目的＞

平成23年の食品衛生法の改定により，食用の玄米及び精米中のカドミウムの基準値が1.0mg/kgから

0.4mg/kg以下に引き下げられた。この基準を超過する可能性のあるカドミウム汚染地域は全国に存在

しているため，その対策が求められている。

本課題では，（独）農環研と共同研究機関において育成された Cd 低吸収性コシヒカリ「コシヒカ

リ環 1 号」と「ひとめぼれ」を交配し，その後代から Cd 低吸収性遺伝子を持ち，その遺伝子以外の

遺伝背景がほぼ「ひとめぼれ」に置き換わった Cd 低吸収性の「ひとめぼれ」同質遺伝子系統を育成

し，宮城県を中心とする寒冷地北中部での普及を目指す。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1) 「コシヒカリ環 1号」と「ひとめぼれ」の戻し交 作物育種部 中込 佑介 農業振興課，

配 遠藤 貴司 （国研）農

2) マーカー選抜 佐藤 浩子 研機構次世

石森 裕貴 代作物開発

研究センタ

ー，（国研）

農研機構

農業環境変

動研究セン

ター
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＜成績の概要＞

「東北228号」と「ひとめぼれ」の同質性を確認するために，試験場における生産力検定試験と各

種特性検定試験，現地試験（宮城県，次世代作物開発センター，千葉農総センター，富山農総センタ

ー，九沖農研（福岡県），秋田県，山口県）に供試した。「東北228号」は「ひとめぼれ」と比較して

稈長がやや低く，収量がやや劣り，出穂期は同日～２日遅い傾向が見られた。葉いもち抵抗性は，畑

遅播法では「東北228号」にマンガン欠乏と思われる黄化症状が見られ，発病程度が高くなったため，

「ひとめぼれ」よりも評価が低くなった。しかし，水田における発病促進条件下での評価は「ひとめ

ぼれ」と同程度となった。穂いもち抵抗性は「東北228号」と「ひとめぼれ」に抵抗性ランクの違い

が見られたので，今後の年次変動の確認が必要である。その他の栽培特性や各種特性は概ね１ランク

以内に収まり，年次変動の範囲内と考えられた。「東北228号」と「ひとめぼれ」の玄米品質と玄米成

分は，概ね同質であった。「東北228号」の食味試験の結果は，古川農試産では「ひとめぼれ」と差が

無かったが，他県産の「東北228号」は古川農試産の「ひとめぼれ」よりも劣る結果となった。カド

ミウム汚染土壌を用いた吸収性試験では，「ひとめぼれ」と比べて明らかにカドミウムの吸収量が少

なかった。

＜今後の課題＞

「東北228号」の出穂日は「ひとめぼれ」と比べて1日から２日遅い傾向が見られた。収量性などの

年次変動を確認するため，「東北228号」の評価を継続する。

⑧ 水稲のヒ素吸収における水管理効果実証試験

（平成28～30，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

米のカドミウムの低減対策である湛水管理（還元状態）は土壌中のヒ素吸収を促進させてしまい，

今後の国内での基準値設定によってはヒ素対策も必要となる。

そこで，本試験はトレードオフの関係にある水稲のヒ素とカドミウムの吸収を抑制するため，コシ

ヒカリ環１号の カドミウム低吸収性遺伝子をもつひとめぼれ系統の東北228号と飽水管理を併用する

ことで，ヒ素およびカドミウムの吸収抑制効果を実証することを目的とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)水稲のヒ素吸収における水管理効果実証試験 土壌肥料部 島 秀之

宮本 武彰

石川 亜矢子

＜成績の概要＞

水稲の出穂前後３週間の飽水管理で，湛水管理よりも水稲のヒ素吸収を抑えることができた。また，

飽水管理でも東北228号はカドミウムの吸収を抑制した。なお，ヒ素の吸収においては，東北228号と

ひとめぼれでの品種間差は見られなかった。

＜今後の課題＞
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・飽水管理の目安の設定

・東北228号でのカドミウムおよびヒ素吸収の年次変動の確認

３ 環境に配慮した農業技術の確立

１）環境負荷を軽減する病害虫・雑草管理技術の開発

① イネばか苗病の発生抑制技術体系の構築

（平成26～30，事業研究・農産園芸環境課）

（平成29，受託・農業技術革新工学研究センター）

＜目的＞

温湯浸漬法による種子消毒が普及する一方で，イネばか苗病の発生が増加している。本病は本田期
に種子が保菌して翌年の育苗期に発生し，これが本田に移植されることで伝染を繰り返すため，種子
生産上重要な病害である。一方，温湯浸漬による種子消毒後に，本病が多発する事例が認められるこ
とから，育苗管理の工程で本病原菌を保菌している可能性が考えられるが，育苗現場での本菌の伝染
源は明らかとなっていない。そこで，育苗管理の工程および本田移植後におけるばか苗病菌の動態を
調査し，優良種子生産と温湯浸漬法による種子消毒の持続的利用のための資料とする。
また，水稲種子の蒸気消毒装置を用いた実証実験を通じ，種子消毒性能を評価する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)蒸気消毒によるイネばか苗病の発生抑制技術体系 作物保護部 宮野 法近 農研機構農

の構築 辻 英明 業技術革新

櫻田 史彦 工学研究セ

ンター，栗

2)蒸気消毒によるイネばか苗病の発生抑制効果確認 原農業改良

普及センタ

ー

＜成績の概要＞

1)場内採取籾及び５%接種籾を混合したものに対し蒸気処理，温湯浸漬処理を行ったところ，無処理

で20～30%保菌籾率のところ蒸気処理，温湯浸漬処理とも保菌籾率は0%であった。発病苗率は無処理

が1.5～2.8％のところ蒸気処理は0.5～1.2％，温湯浸漬が1.3～2.1％となり蒸気処理で発生が少なく

なった。蒸気処理後に温湯浸漬処理を行う場合，68～70℃までの蒸気処理だと低い保菌籾率と高い発

芽率が確保できた｡

2)蒸気処理前の保菌籾率がフザリウムで3.8％，細菌が2.1％であったが，蒸気処理後はフザリウムが

０％，細菌が0.2％となり，フザリウムには効果が高いが，細菌病に対しては効果が不十分であると

推察された。現地生産農家における発病苗率調査では，温湯浸潰処理が6.0％の徒長苗率であったの

に対し，蒸気処理は0.9％の徒長苗率と温湯浸潰処理より低くなった。

＜今後の課題＞

1)蒸気処理の殺菌効果はある程度確認できた。今後は保菌籾率の異なる籾を複数年次で検証を 行
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い効果の安定性を確認する。

② LED光源を利用した予察灯の水稲害虫に対する誘引性能評価
（平成27～29，受託・中央農業総合研究センター）

＜目的＞

予察灯は，農作物害虫の発生予察において欠かすことができない調査機器であり，全国各都道府県

において年間を通じて害虫の発生状況調査に活用されている。予察灯の光源に用いられている白熱電

球は，将来的に製造，販売が終了する見通しである。このため，予察灯の光源として LED への転換

が求められている。LED 光源を実用化するためには，白熱電球と同様に害虫を誘引する性能が求め

られることから，野外において水稲害虫の誘引データを収集し，LED 光源の誘引性能を評価する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1) LED 光源を利用した予察灯の水稲害虫に対する 作物保護部 小野 亨 中央農研，

誘引性能評価 横堀 亜弥 光産業創成

大江 高穂 大学院大，

長野農試，

石川農林総

研セ，滋賀

防除所，愛

知総農試，

愛 媛 防 除

所，長崎防

除所，鹿児

島農総セ

＜成績の概要＞

緑色光（波長約516nm）の LED を光源とした予察灯の水稲害虫に対する誘引性を評価した。フタオ

ビコヤガ，アカスジカスミカメ，アカヒゲホソミドリカスミカメに対しては３年間，ヒメトビウンカ，

イネミズゾウムシに対しては２年間，ツマグロヨコバイに対しては１年間，白熱電球と同等以上の誘

引性能が LED光源において認められた。

＜今後の課題＞

発生量が少なく評価できなかった害虫種に対しては，今後検討が必要である。

③ ダイズ病害虫の総合的管理技術の確立（平成26～30，県単）

＜目的＞

本県のダイズ主要病害虫について，個別の管理技術に関する研究成果を基に体系化した総合的有害

生物管理（IPM）として普及に移す技術第84号に提案し，生産現場への適用を図ってきた。しかし，
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発生生態が十分に解明されていない病害虫では化学的防除への依存度が高い状況にある。環境負荷低

減に対する貢献度をさらに高めるため，土壌伝染性病害や子実害虫や食葉性害虫などを対象により高

度な IPMへの発展を目指し，生態解明のための基礎研究や新たな技術開発に取り組む。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)土壌伝染性病害の発生生態の解明と防除技術の確 作物保護部 辻 英明

立 小野 亨

(1)ダイズ茎疫病の発生生態の解明と防除技術の確 宮野 法近

立 大江 高穂

aダイズ茎疫病の発生条件の解明 櫻田 史彦

(2)ダイズ黒根腐病の発生生態の解明と防除技術の 横堀 亜弥

確立

aダイズ黒根腐病の発生と土壌水分の関係の検討

b 茎葉散布剤の減量散布の防除効果及びダイズ生

育に及ぼす影響

2)主要害虫の発生生態の解明と発生予察手法の開発

(1)フタスジヒメハムシの密度変動要因の解明

a各世代の発生量と被害の関係

(2)オオタバコガの発生生態の解明

(3)ツメクサガに対する性フェロモン剤の誘引性の

評価

(4)ダイズサヤムシガの発生生態の解明

3)ダイズ病害虫の総合的防除技術の検討

(1)ダイズべと病の効率的管理法の確立

a ダイズベと病の発病と減収および品質低下の

関係

bダイズベと病防除のための薬剤処理適期の検討

(2)子実肥大期の薬剤散布による害虫の同時防除

＜成績の概要＞

1)土壌伝染性病害の発生生態の解明と防除技術の確立

茎疫病は粒径が大きくなると播種１日後の発根率が高くなり，播種１日後の発根率が高いほど発病

株率が高くなった。また，播種２日後の水分吸収率は粒径が大きいほど低くなり，播種２日後の水分

吸収率が低いほど発病株率が高くなった。

黒根腐病の発生と土壌水分の関係について，本県の主要３品種（タンレイ，ミヤギシロメ，タチナ

ガハ）を供試して調べた結果，いずれも畝間灌水をして土壌水分過多とすると有意に発病が助長され

た。品種間の比較では，畝間灌水を行わなかった処理区ではいずれも発病が少なく，差は見られなか
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ったが，畝間灌水を行った場合はタチナガハがより発病程度が高くなる傾向が見られた。茎葉散布剤

による防除試験では，発病の少なかったミヤギシロメを除き，出芽30日後の処理で慣行（100L/10a)，

半量（50L/10a)ともに防除価75以上と高い効果が認められた。処理直後は生育が停滞したが，最終的

な生育は同等で実用上問題となる薬害は見られなかった。

2)主要害虫の発生生態の解明と発生予察手法の開発

ダイズ予察ほ場におけるフタスジヒメハムシの発生消長データ10年分を解析し，第１世代成虫発生

盛期の発生密度と第２世代成虫の発生密度には正の相関関係がが認められた．また，第２世代成虫の

発生密度と被害粒率の間に正の相関が認められた。以上から第１1世代成虫発生盛期の密度を指標に

した要防除水準を設定できる可能性が示唆されたが，第２世代成虫と被害粒率との間の回帰式と実測

値のばらつきが大きく，予測モデルの構築は難しいと考えられた。

ダイズほ場において，オオタバコガ成虫は５月中旬から10月中旬まで発生し，９月上旬にピーク

が認められた。タバコガ類幼虫の発生は７月中旬から８月下旬まで認められ，幼虫密度のピークは播

種時期が遅いほど高く，かつ遅くなる傾向がみられた。

ツメクサガの性フェロモン剤を利用したモニタリング技術を確立するため，野外設置後の有効期間

を検討した。その結果，供試したツメクサガの性フェロモン剤の有効期間は１週間であり，有効期間

を長くするための改良が必要と思われた。

ヒメサヤムシガ類幼虫の発生ピークを場内の２つのほ場で調査した結果，７月中旬，８月下旬，９

月下旬～10月上旬の３回発生ピークが認められた。上記と同じほ場でフェロモントラップによる成虫

の発生消長を調査した結果，ダイズサヤムシガの成虫はトラップ設置直後の４月から発生が確認され，

発生は11月まで続いた。発生ピークは１つのほ場では７月中旬，８月中旬，９月中旬，10月下旬の４

つのピークがあることから，ダイズサヤムシガはダイズほ場の中で増殖し，３回発生したと考えられ

た。もう１つのほ場では９月以降ピークが不明瞭となったが，これは隣接するほ場で発生したダイズ

サヤムシガが誘殺されたためだと考えられた．

７月上旬に野外から採集したダイズサヤムシガを室内で継代飼育し，有効積算温度を調査した。そ

の結果，卵－ふ化までの発育零点のデータを得たが，ふ化－成虫，産卵前期間のデータは得られなか

ったため，引き続き試験を実施する必要がある．

3)ダイズ病害虫の総合的防除技術の検討

ダイズベと病の葉の発病度と被害粒率の関係は判然としなかった。これは，８月に降雨が連続する

助長的条件で発病程度のばらつきが少なかったことや，発生予察事業の調査基準が病斑面積率25％刻

みと大きく，多くの区が同じ発病程度に分類されてしまったことが原因と考えられた。

ベと病の防除は，紫斑病と同じく開花１か月後ころが適当と考えられた。薬剤はアゾキシストロビ

ン水和剤の防除価が70以上と高く，マンゼブ水和剤は64とやや劣ったが，ベと病に対する効果は同等

であった。

フタスジヒメハムシ，マメシンクイガ，ダイズサヤムシガの同時防除方法を検討するため，９月上

旬に，ペルメトリン乳剤，シペルメトリン乳剤，フェンバレレート・MEP 乳剤，クロラントラニリプ

ロール水和剤を散布し，防除効果を検討した。フタスジヒメハムシ，ダイズサヤムシガについてはい

ずれの薬剤も無処理区と比較して，被害粒率，被害莢率ともに無処理区と有意な差は認められず，薬

剤散布によって被害を抑えることはできなかった。両種の発生消長から推察するに９月上旬の薬剤散

布は防除適期から外れていたと考えられる。マメシンクイガはいずれの薬剤でも防除効果が認められ

た。
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＜今後の課題＞

・茎疫病，黒根腐病の効果的な防除体系の確立

・フタスジヒメハムシの第２世代成虫発生密度と被害粒の関係解析

・オオタバコガの防除対策や発生予察法の検討

・べと病の発生と減収・品質低下の関係，紫斑病同時防除と対象薬剤の検討

・体系防除によるフタスジヒメハムシ・マメシンクイガ・ダイズサヤムシガの防除法開発

④ 地域レベルの問題雑草管理指針の策定と防除技術の体系化

（平成27～31，県単）

＜目的＞

本研究では，防除所や普及組織と連携して，水稲・大豆・麦作における問題雑草を全県レベルで継

続的にモニタリングし，特定雑草の問題化の可能性がある場合には各地域に警戒情報を発信する。ま

た，すでに難防除雑草が問題化している地域においては，その被害や管理実態から拡大要因を明らか

にし，地域レベルで取り組むべき防除対策を提案する。特に減収要因として雑草問題が大きい大豆作

においては，個別経営体の慣行管理作業体系の実態と雑草問題化の原因を明らかにし，現行栽培体系

の適否や新技術導入を含めた改善策を提示するための栽培管理作業の診断法を確立する。同時に，問

題雑草種毎に有効な各種防除技術の開発・改良を行い，現地導入における課題を精査したうえで体系

化技術として提案し，普及組織と連携した現地導入の支援を行い，導入による改善の効果も検証して

いく。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)雑草問題化の要因解明と営農条件に応じた管理技 水田利用部 吉田 修一 農研機構

術の導入支援 國嶋 広達 中央農研，

2)問題雑草防除対策技術の開発と既存耕種体系への 滝澤 浩幸 東北農研

適用性評価 金野 勇悟

菅野 博英

大川 茂範

＜成績の概要＞

1)新規 ALS 阻害剤抵抗性イヌホタルイ防除の現地実証を行ったところ，効果が安定している区は除

草剤処理時に十分に湛水されているほ場であることが確認された。また，除草剤の田植え同時処理

のように，処理後の田面水の移動によって，除草効果が変動していることが示唆された。

2)水稲のイヌホタルイ・オモダカに対しては，テフリルトリオン含有剤の単用処理では同時防除はで

きず，オモダカに対してはピラクロニル含有剤との体系処理が，ホタルイに対してはブロモブチド含

有剤との体系処理が高い効果を示した。

クログワイについては，初期剤＋メタゾスルフロン含有一発処理剤との体系処理で高い効果が認め

られ，ロータリ耕との組合せにより除草効果が高まる傾向が見られた。

大豆の雑草防除では，帰化アサガオ類が多発する現地ほ場において体系防除の実証を行ったところ，
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フルミオキサジン水和剤（土壌処理）＋ベンタゾン液剤（全面茎葉散布）＋中耕培土＋グルホシネー

ト P ナトリウム塩液剤（畦間・株間散布）の体系処理が，高い防除効果を示した。アレチウリ多発

ほ場においては，フルミオキサジン水和剤（土壌処理）＋ベンタゾン液剤（全面茎葉散布）＋中耕培

土＋ DCMU水和剤（畦間・株間散布）の体系処理が高い防除効果を示した。

＜今後の課題＞

・新規 ALS 阻害剤抵抗性イヌホタルイに対しては有効な除草剤への切替が進んでいるが，オモダカ

及びクログワイに対しては有効な除草剤の普及が不十分である。

・除草剤の処理方法については，田植え同時処理よりも，安定した水管理が可能な除草剤散布方法へ

の切替も考慮する必要がある。

・ホタルイに対するブロモブチド含有剤との体系処理について，年次変動を確認する必要がある。

・秋耕方法別クログワイに有効な ALS阻害剤の体系処理の実証

・大豆作における帰化アサガオ類及びアレチウリに対する新規茎葉散布剤の除草効果の検討

２）温室効果ガスの排出を抑制する資源循環型農業技術の開発

① 農地土壌炭素貯留等基礎調査事業

（平成25～32，受託・東北農政局）

＜目的＞

本県農地の土壌炭素量を経時的に調査し，温室効果ガス削減への寄与程度を把握するとともに，

家畜ふん堆肥等の連用試験を行い，有機質資材の連年施用に伴う土壌炭素量・窒素量の変動を把握

する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)農地土壌炭素等調査事業 土壌肥料部 石川 亜矢子 農業・園芸

ａ 農地土壌炭素定点調査 島 秀之 総合研究所

ｂ 農地土壌炭素基準点調査 宮本 武彰 園芸環境部

＜成績の概要＞

1) 農地土壌炭素定点調査

本年度は，県南の28ほ場（水田22，普通畑２，樹園地１，草地２，施設畑１）を調査した。地目別

では樹園地で土壌炭素量が最も多かった。水田の土壌タイプ別での土壌炭素量は，灰色低地土が最も

多く，褐色低地土で最も低かった。

2)農地土壌炭素基準点調査

場内の堆肥連用試験による基準点調査の結果は，水田，露地畑ともに家畜ふん堆肥の施用による土

壌炭素量の経年変化は横ばいで，化学肥料単用区よりもやや高い水準で推移している。

＜今後の課題＞

・長期的データの蓄積と解析

② 混合堆肥複合肥料の試作と肥効の検討
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（平成28～30，県単（産廃税充当））

＜目的＞

耕種農家の土づくり意欲が低下する中，家畜ふん尿由来堆肥の活用により化成肥料の施用量を削減

しコスト低減を図る肥培管理が必要となってきている。これまで，家畜ふん堆肥と肥料は別々に施用

されてきたが，堆肥と普通肥料を原料として混合することが肥料取締法で認められ，混合堆肥複合肥

料の公定規格が制定されたことで，新しい需要が期待されている。

そこで，本年は畜産試験場で試作した牛ふん・豚ぷん堆肥を主体とする混合堆肥複合肥料の肥料成

分を分析し，水稲栽培での肥料効果を明らかにする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)混合堆肥複合肥料の成分分析および肥効に関する 土壌肥料部 小山かがみ 畜 産 試 験

検討 森谷 和幸 場，農業・

2)混合堆肥複合肥料の水稲栽培試験 阿部 倫則 園芸総合研

今野 智寛 究所

＜成績の概要＞

1)混合堆肥複合肥料の成分分析および肥効に関する検討

原料堆肥（牛ふん・豚ぷん堆肥）に硫安とPK化成を配合しペレット化した結果，ペレットの水分

が10％を下回り，窒素，リン酸，カリについても概ね設計時の理論値に近い値となった。Ｃ／Ｎ比

13.4と基準の15よりも低く，即効性の肥料としての効果が期待される。

2)混合堆肥複合肥料の水稲栽培試験

試作したペレット２種類を用い水稲栽培した結果，化成肥料(硫安区)の肥効と大差なく，同等の生

育で，収量もほぼ同等のレベルであった。

＜今後の課題＞

・市販堆肥を用いたペレットの製造と水稲への肥効試験を継続

③ メタン発酵消化液の作物栽培への利用

（平成28～30，県単（産廃税充当））

＜目的＞

県内に食品廃棄物等を原料とするメタン発酵施設（仙台市泉区）が稼働しているが，そこで副産物

として発生する消化液については，現在，凝集剤を用いた処理により汚泥と処理水に分離後，処理水

は放水している状況にあり，農地へ利用されていない現状にある。このことから，消化液の肥料とし

ての水稲などに対する有効性を確認するとともに，効果的な施用方法を検討する。特に水稲について

は，米価低迷から低コストが求められており，未利用資源の活用により，コスト削減及び省力化等に

資する取組として実証する。

本年は，メタン発酵消化液の成分変動解析および使用方法・量について，また，メタン発酵消化液

を追肥で用いた場合の水稲生育，収量品質へ及ぼす影響を検証する。

＜細目課題＞
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細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)メタン発酵消化液の成分変動解析および使用方法 土壌肥料部 阿部 倫則

・量の検討 今野 智寛

森谷 和幸

2)メタン発酵消化液による水稲生育への効果検証 小山かがみ

＜成績の概要＞

1)メタン発酵消化液の成分変動解析および使用方法・量の検討

メタン発酵消化液の散布時全窒素濃度は3961～3968mg-N/L程度であり，施肥全窒素量は幼穂形成期

と減数分裂期のそれぞれの時期に２kgN/10aとなり，アンモニア態窒素は1.5kgN/10aとなった。幼穂

形成期の流入施肥時につまりがみられ，つまりを解消するため流量を多くしたため，単位時間当たり

の流入量は多くなり，施肥むらが顕著になった。

減数分裂期には液層と沈殿物を分けて施用したところ，動ふんで散布した化成肥料と同等以上に均

一に散布することができた。

メタン発酵消化液の室内培養試験の結果，４週間の培養では沈殿物の増加は見られなかった。この

ため，一度沈殿物を除去できれば，そのあと，常温で保存しても，沈殿物の生成は起こらないと推察

した。また，保存時には沈殿物の窒素が無機化し減少するが，液層の濃度は減少していないことが分

かった。また，沈殿物を土壌と混和し培養することで，沈殿物の窒素が添加量の13.8%無機化するこ

とが分かった。

2)メタン発酵消化液による水稲生育への効果検証

メタン発酵消化液を水口流入追肥した場合の水稲生育に及ぼす影響は，追肥ムラが生じた場合に成

熟期まで窒素吸収量がばらつき，m2当たり籾数のばらつきが大きくなることが示された。しかし，精

玄米重のばらつきは処理区間で差が無く，追肥ムラの影響は小さかった。

一方で，消化液区において追肥のアンモニア態窒素施用量が対照区より多かったことで，㎡当たり

籾数が対照区より多く適正籾数以上になったことや玄米タンパクが高くなったことに影響したと考え

られた。また，玄米タンパクが対照区より高くなったことについては，生育後半に沈殿物由来の窒素

供給も関係している可能性がある。よって，メタン発酵消化液を追肥する際は，消化液の窒素濃度や

沈殿物の量によって施用量の調整が必要と考えられた。

＜今後の課題＞

・年次変動の確認

・現地試験を行い適応性およびコストについて検討

・メタン発酵消化液の N濃度や沈殿物の量による施用量の調整が必要

④ 簡易・迅速土壌診断による土壌の窒素肥沃度測定法の確立

（平成28～30，事業 農産園芸環境課）

＜目的＞

震災後の生産現場では，迅速に土壌の可給態窒素を分析し地力窒素の発現量を把握して，堆肥施用

や緑肥等の地力増進作物の導入，基肥窒素量の増肥などの対策を講じ，生産性を回復させていくこと
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が求められている。また，持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の施行（エコファー

マー制度）では，土壌診断の重要性が謳われており，環境保全型農業の推進に際し，可給態窒素や土

壌の性質を調査・分析する土壌診断が不可欠となっている。これらのことから，生産現場で迅速・簡

易に土壌の窒素肥沃度を測定する方法の確立が急務となっている。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)簡易・迅速土壌診断による土壌の窒素肥沃度測定 土壌肥料部 阿部 倫則

法の確立 森谷 和幸

今野 智寛

小山かがみ

＜成績の概要＞

農研機構中央農研方式による簡易分析法の宮城県土壌への適応性を確認できた。また，絶乾土水振

とう抽出法において，有機態炭素量の測定に COD パックテストを使用する場合，目視の代わりにデ

ジタルカメラとコンピューターソフトを組み合わせて可給態窒素を推定できることが示唆された。

＜今後の課題＞

・振とう機を必要としない不振とう法へ展開するため，同様の方法で推定が可能か確認が必要。

４ 環境変動に対応する技術の確立

１）気象変動や気候温暖化に対応する農業技術の開発

① 水稲品種の育成（平成23～，県単）（再掲）

② 気象変動に対応した革新的な育種素材の開発

（平成26～30，県単）

＜目的＞

近年，温暖化に伴う登熟期間の高温により，玄米の白未熟粒発生割合が増加し，一等米比率の低下

を招いている（平成22年70.4％）。生産現場からは，高温に遭遇しても品質が低下しにくい「高温登

熟耐性品種」の開発が求められている。一方，宮城県で恒常的な問題である冷害の発生リスクも, 温

暖化に伴い今後ますます増大すると予測されている。農業の安定経営，食糧の安定供給の観点から，

平成22年の高温や平成５年並の低温に耐えうる優良品種を育成するため，その基になる「高温登熟耐

性」と「耐冷性」に極めて優れる革新的な育種素材を開発する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)高温耐性に極めて優れる中間母本系統の育成 作物育種部 石森 裕貴

中込 佑介

2)耐冷性に極めて優れる中間母本系統の育成 遠藤 貴司
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佐藤 浩子

＜成績の概要＞

1)高温耐性

全供試系統の出穂後20日間の処理温度は，平均気温が26℃後半～29℃後半とややばらついた。国内

外の遺伝資源の高温耐性を評価し，予備検定で総合判定が“やや強”以上の評価となったものを７系

統，本検定で総合判定が“強以上”となったものを２系統選抜した。高温耐性に優れる「CenturyPatna

231」との交配を３組合せ行い，F1 種子を得た。その他にも，2016 年度に交配を行った高温耐性に優

れる「高育70号」との交配後代の世代促進を行った。また，高温耐性に優れる「高育70号」の交配後

代を葯培養系統に供試し，有望な系統を選抜した。

2)耐冷性

①超耐冷性系統（古川耐冷中母）の改良

超耐冷性系統と有望系統との交配後代の世代促進および集団選抜

「古川耐冷中母111」と「東北224号」の交配後代の世代促進栽培を実施した。F2世代からF3世代の

栽培を７月から10月にかけて圃場で実施し，2689粒のF3種子を得た。11月下旬から，F3世代の世代

促進栽培を温室で行っており，3月にF4種子を得る予定である。また，古川耐冷中母と有望系統と

の交配後代3集団について，F4世代でほ場に集団展開し，それぞれ選抜個体を得た。「東北215号」

との交配後代の選抜個体は，平成30年１月に，いもち病抵抗性遺伝子に関するDNAマーカーによっ

て，いもち病抵抗性遺伝子Pi39を保有する個体を選抜した。

②超耐冷性系統（09CV19）の改良

超耐冷性系統（09CV19）と当場育成の有望系統との交配後代の耐冷性評価（一次選抜）

超耐冷性系統（09CV19）と当場育成の有望系統との交配後代（BC1F2）を３集団（HCH1～3）展開

し，達観不稔調査により稔実個体を選抜した。このうち，２系統（HCH2，HCH3）の選抜個体は，平

成30年１月に，いもち病抵抗性遺伝子に関するDNAマーカーによって，いもち病抵抗性遺伝子pi21，

Pi39を保有する個体を選抜した。

③超耐冷性系統（09CV19）と当場育成の有望系統との交配後代（BC1F3）の系統選抜

「09CV19」と「東北213号」の交配後代は，出穂期が8/12以前で達観稈長（１:短～５:長）4.5

以下かつ玄米品質（１:良～９:不良）3.5以下，または17.5℃での耐冷性検定に供試し，耐冷性

評価が極強10以上の系統を選抜し，その結果16系統を継続検討とした。「09CV19」と「東北214号」

の交配後代は，玄米品質3.5以下，または17.5℃での耐冷性検定に供試し，耐冷性評価が極強11の

系統を選抜し，その結果１系統を継続検討とした。「09CV19」と「東北215号」の交配後代は，出

穂期8/14以降かつ達観稈長4.5以下，または17.5℃での耐冷性検定に供試し，耐冷性評価が極強10

以上の系統を選抜し，その結果８系統を継続検討とし ,草姿が「09CV19」と異なる1系統「17CV63」

を有望と評価した。

④超耐冷性系統（09CV19）と当場育成の有望系統との交配後代（BC1F3）の耐冷性評価(改良二

次選抜手法)

供試した16系統の出穂期は，8/6～8/20の間であった。「東北213号」との交配後代は，供試７系

統のうち６系統が耐冷性極強(11)であった。「東北214号」との交配後代は，供試２系統のうち１系

統が耐冷性極強(11)であった。「東北215号」との交配後代は，供試７系統のうち５系統が耐冷性極
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強(11)であった。

＜今後の課題＞

高温耐性：予備検定で「強」以上と判定した系統の再評価と，新たな遺伝資源の探索を行う。

耐冷性：耐冷性検定ほ場18.5℃区において，ポンプの不具合が発生し，応急的に仮設ポンプを用い

たため，ほ場の水温ムラが発生した。

次年度以降も，世代毎に適切な検定方法により育種目標にあった有望系統を選抜していく。

③ 耐冷性やいもち病抵抗性を強化した東北オリジナル業務・加工用多収品種の開

発 （平成26～30，受託・東北オリジナル品種コンソーシアム)

＜目的＞

食生活の多様化や国産飼料の需要の高まりにより安価な業務，飼料，加工用米品種が求められてい

る。業務用米については，中食・外食産業で必要とされる大口需要に応えるためには，一定の生産量

を安定的に確保する必要があり，栽培特性や広域適応性に優れた品種の開発が重要となる。

本研究では，耐冷性といもち病抵抗性を強化した東北中南部向け多収水稲品種（業務，飼料，加工

用）の開発と栽培マニュアルを作成することを目的とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)耐冷性といもち病抵抗性を強化した業務用米品種 作物育種部 佐藤 浩子 東北各県水

の開発 遠藤 貴司 稲育種試験

2)耐冷性といもち病抵抗性を備えた極多収飼料用米 石森 裕貴 地他

品種の開発 中込 佑介

3)耐冷性を強化した多収の酒造用米品種の開発

＜成績の概要＞

1)耐冷性といもち病抵抗性を強化した業務用米品種の開発

東北215号，東北220号，東北221号，東北224号，東北225号，東北226号，東北227号の７系統の生

育，玄米収量および各種特性を評価した。精玄米重は，標肥区では東北225号を除く６系統が，多肥

区では全ての系統がひとめぼれに優り，中でも東北227号が標肥区でひとめぼれ比114%と最も多収と

なった。また，玄米千粒重は７系統全てでひとめぼれより大きい結果となった。各種特性に関しては，

いもち病抵抗性は東北215号，東北221号，東北224号，東北225号，東北226号は”強以上”となった。

耐冷性は，本年度はポンプの不具合により，処理設定よりも低い温度で処理されてしまったため，正

確な判定ができなかった。その中でも，東北227号は”強”となった。高温登熟耐性は東北220号が”

強”となった。食味は東北220号，東北224号，東北227号がひとめぼれよりも劣る結果となった。炊

飯米の試験では，東北225号，東北226号が冷蔵後に再加熱したときの食味（チルド特性）がひとめぼ

れと同程度あることが分かった。浸水胴割率は，いずれの系統も１％以下と非常に少なく，品種・系

統の差は判然としなかった。炊き増え量は，品種・系統間に大きな差はなかったが，東北225号が多

い傾向が見られた。有望度としては，東北220号が食味のぶれが大きいため再検討とし，その他の系
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統をやや有望とした。

2)耐冷性といもち病抵抗性を備えた極多収飼料用米品種の開発

東北216号，東糯1630の生育，玄米収量および各種特性を評価した。精玄米重は東北216号，東糯16

30はそれぞれげんきまる対比95％，98％とやや劣る結果となり，調査打ち切りとした。

3)耐冷性を強化した多収の酒造用米品種の開発

東北酒217号，東北酒218号の２系統の生育，玄米収量および各種特性を評価した。精玄米重は標肥

区，多肥区とも蔵の華と同程度か劣る結果となった。耐冷性は東北酒218号は”強”と判定された。

心白率および心白発現率については，２系統とも蔵の華より高くなった。その他の酒造適性について

は，宮城産技センターにて調査中である。過年度の結果から，東北酒218号は蔵の華と比較して，収

量性は同等から優れており，粒大が大きく，心白発現率，心白率ともに高く，耐冷性も”強”と優れ

ていた。また，宮城県での奨励品種決定調査でも東北酒218号は”有望”と判定されたので，本系統

を次年度の新品種候補とした。

＜今後の課題＞

業務用米の評価手法の確立。

④ 東北地域における高温耐性と耐冷性を兼ね備えた水稲品種・育種素材の開発

（平成27～31，受託・(国研)農研機構 次世代作物開発研究センター）

＜目的＞

近年，東北地域では「つがるロマン」，「あきたこまち」，「ひとめぼれ」等主力品種において高温が

原因と見られる品質の低下が問題となっている。一方，地球温暖化傾向の中で気象変動が激しくなっ

ており，年次によっては冷害が発生する危険性もある。そこで，東北地域の主力品種と比べ，高温条

件下での品質が優れ，障害型耐冷性が強く，収量・食味が同等以上の系統を選抜する。

＜細目課題＞

研究担当 分担協力者

細目課題名

部 名 担当者

1)高温登熟耐性検定 作物育種部 石森 裕貴 （国研）農研

2)耐冷性検定 遠藤 貴司 機構東北農

3)生産力検定 佐藤 浩子 研，（地独）

中込 佑介 青森産技セ藤

坂稲作部

＜成績の概要＞

1)高温登熟耐性検定

高温登熟耐性検定に76系統を供試した結果，19系統について判定が“強”，18系統について判定が

“やや強”となった。高温登熟耐性検定結果が“強”であった19系統のうち，白未熟粒率が「ひとめ

ぼれ」の1/2以下となったのは12系統であった。高温登熟耐性検定結果が“強”の系統は，系譜上に
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「ふさおとめ」や「みねはるか」といった高温登熟耐性の強い品種が存在している。

2)耐冷性検定

耐冷性検定に30系統を供試した結果，耐冷性が“極強(9) ”以上となったのは21系統であった。そ

のうち５系統は，高温登熟耐性が“強”であり，耐冷性と高温耐性を兼ね備えた系統と考えられた。

「東1688」と「東1689」の親は「奥羽415号」である。「奥羽415号」は系譜上に耐冷性に極めて優れ

る品種「麗江新団黒谷」があり，耐冷性の向上に寄与するQTLのqLTB-3を保有する。「東1688」と「東

1689」は，qLTB-3の遺伝子型解析を行い，QTLが「奥羽415号」のホモ型で固定した個体を選抜・育成

した系統である。

3)生産力検定

1)，2)で有望と判断した15系統のうち「東1645」は耐冷性と高温登熟耐性に優れ，食味の評価が特

に優れることから「東北231号」を付与し，奨励品種決定調査に供試することにした。その他，「東16

89」，「東1694」，「東1717」，「東1607」を除く10系統について有望系統として継続評価することにし

た。

＜今後の課題＞

「東北231号」などの有望系統について継続評価を行うとともに，新たな交配後代から有望系統を

選抜する。

⑤ 全国で活用できる遺伝子発現予測システムの開発と農業形質予測への展開

（平成25～29，受託・(国研)農研機構 次世代作物開発研究センター）

＜目的＞

気象データを利用したイネの遺伝子発現予測システムが既に開発されているが，全国で適用できる

ものではない。本課題では，全国7カ所の気象データと遺伝子発現データを収集することにより，全

国で適用可能なシステムを構築する。また，遺伝子の発現量から農業形質を予測するシステムへ発展

させるため，農業形質と関連が深い遺伝子の探索や異品種間の遺伝子発現解析を試みる。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1) 全国で活用できる遺伝子発現予測システムの開発 作物育種部 遠藤 貴司 （国研）農

と農業形質予測への展開 中込 佑介 研機構 次

佐藤 浩子 世代作物開

石森 裕貴 発研究セン

ター

＜成績の概要＞

完全展開葉のサンプリングを２回（出穂前，出穂後）おこなった。サンプリング方法は，1回目（出

穂前）が7/21（8:00～翌日8:00までの２時間毎）に完全展開葉，２回目（出穂後）が8/18（8:00～翌

日8:00までの２時間毎）に止葉を，１回のサンプリングにつき３個体から各１枚ずつ計３枚を採取し

た。採取後のサンプルは，速やかに液体窒素で凍結した後-80℃で保存し，後日，ドライアイスとと
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もに冷凍便で次世代作物開発研究センターに郵送した。

＜今後の課題＞

なし

⑥ 濡れ時間等を利用した水稲病害発生予察法の開発及び実証

（平成27～30，受託・東北農業研究センター）

＜目的＞

いもち病の発生予察はアメダスデータを用いた感染好適条件を予測する BLASTAM が用いられて

いる。いもち病菌の感染には葉面の濡れ時間が重要となるが，この濡れ時間はアメダスデータから

の推測値を BLASTAM のパラメータに用いている。近年，高精度に濡れ時間を計測するセンサーが

開発され，農業気象観測に用いられていることから，本課題では葉面濡れセンサーによる実測を

パラメータとした新たな水稲病害発生予察法の開発を目指す。また，1km メッシュにダウンス

ケールした農業気象情報を活用した作物栽培管理支援システムに新たな発生予察法を組み込み，

本システムの実証を行う。

また，水田高収益化の方策の一つとして，省力・低コストを目標とした水田の大規模化や担い

手への農地集積が進められている。一方，大面積，多ほ場の水管理は給水時間がかかるだけでな

く，給水状況の確認や止水のための巡回が大きな負担となり，効率化の妨げになる懸念がある。

そこで，農研機構農村工学部門が開発した水田自動給排水システムを現地ほ場で導入し，慣行の

水管理と比較することで本県における適合性を検証した。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1) 濡れ時間等を利用した水稲病害発生予察法の開発 作物保護部 櫻田 史彦 （国研）

および実証 宮野 法近 農研機構中

辻 英明 央農業総合

2)自動給排水システムの実証 水田利用部 吉田 修一 研究センタ

猪野 亮 ー，農村工

土壌肥料部 小泉 慶雄 学部門

道合 知英

＜成績の概要＞

1)葉面濡れセンサーを設置した 4ほ場のうち，いもち病の発生が確認された古川農試内の発生予察ほ

場（品種はひとめぼれ）の発病データを用いて解析を行った。アメダス版および Google Map 版の

BLASTAMによる感染好適条件の推定結果を見ると，感染好適日と実際の発病状況や潜伏期間から推

定した感染日が概ね一致していた。一方，いずれの BLASTAM でも捉えられていなかった感染日も

あった。葉面濡れセンサーではこれらの推定感染日周辺にも十分な濡れ時間が観測されており，従来

の予察システムよりも詳細な葉面の濡れ状態の把握が可能と考えられた。
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育苗箱施用剤の効果低下時期については，接種したイネでの発病が確認されず，効果低下時期は判

然としなかった。

2)対照ほと実証ほの水稲生育・収量は同等であり，水管理の違いによる差は見られなかった。

実証ほではシステムにより水位がほぼ一定に保たれており，作業時間は対照ほに対して97％削減

された。50aあたり１基の設置であれば価格的に見合うコストであり(１基)約10万円)，実証農家も積

極的に導入したいとの意向であった。

＜今後の課題＞

・濡れ時間を活用した新たないもち病発生予測システムの実証

・イネ紋枯病の発生予測システムの開発・実証

・自動水管理システムの実証

⑦ 温暖化によるイネ紋枯病の被害予測と被害軽減対策

（平成27～31，受託・中央農業総合研究センター）

＜目的＞

温暖化によりイネ紋枯病の発生が増加傾向である。これまでの成果から，要防除水準や箱施用剤

の要否判断基準を示したが，実際には発病株率等の確認が必要で広範囲に実施するのは困難だった。

そこで，気象情報や BLIGHTAS（イネ紋枯病シミュレーションモデル ）を利用して発病株率を面的

に推定する手法について検討した。また，温暖化条件での紋枯病発病が収量・品質に及ぼす影響を

検討した。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1) 品質・収量を考慮したイネ紋枯病の防除体系の確 作物保護部 宮野 法近 九州沖縄農

立 辻 英明 研センター

櫻田 史彦

＜成績の概要＞

１ kmメッシュ気象情報と BLIGTHASによる発病予測値は多発ほ場とそれ以外のほ場に分ける

ことにより，実測値と整合性が見られた。場内ほ場での温度上昇試験では箱施用剤有，無区と

も特定の時期の発病状態に影響を受けており，加温条件下でも現行の防除体系や箱施用剤が有

効であった。

＜今後の課題＞

今回 BLIGHTAS の面的運用や温暖化条件下でも現行の防除体系が有効であることが確認され

たことから，次年度以降は現地，場内（加温条件下）とも BLIGHTAS の発病予測に基づいた防

除要否判断，及び現行の防除体系に従った防除を行いその効果を確認する。

５ 効率的な農地利用のための技術の確立
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１）効率的なほ場基盤の整備と水田の高度利用技術の確立

① 暗渠を利用した土壌水分コントロールによる水田基盤活用技術の確立

（平成28～32，県単）

＜目的＞

県内の水田は，ほ場整備の進展や暗渠の活用により乾田化され，汎用化水田として水稲の他，麦や

大豆といった畑作物の生産性も向上しつつある。暗渠の利用に関しては，地下水位を制御することに

より土壌水分のコントロールが可能で，津波被災水田の畑転換時における塩害抑制，水稲乾田直播栽

培の出芽促進，泥炭等の有機質土壌地帯の地盤沈下抑制などでの活用が期待されているが，その運用

・操作方法までは明らかになっていない。そこで，本年は暗渠の多目的活用を目指し，東日本大震災

以前から塩害の危険がある地域で，震災により被災し除塩済み復旧水田の転作大豆において，暗渠を

利用した地下灌漑及び降雨の縦浸透管理によって塩害抑制が可能かを検証する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)津波被災水田における転換畑大豆の塩害抑制技術 土壌肥料部 道合 知英 東部地方振

の検証 小泉 慶雄 興事務所，

石巻農業改

良普及セン

ター

＜成績の概要＞

もみ殻補助暗渠により排水性が向上し，昨年度のような湿害は回避できた。地下灌漑，降雨の縦浸

透によって塩化物イオン排出量，土壌電気伝導度（EC）及び土壌塩化物イオンの低下があり除塩効果

を確認した。ただ本試験地区は，常時高塩分の地下水が田面下50cm以深に存在することが大きく影響

し，各種方法で高塩分地下水の排除を行っても土壌ECや土壌塩化物イオンの生育目安値まで低下しな

いため，生育ムラの改善や安定な収量までには至らなかった。

＜今後の課題＞

・高畝播種方式などで根域を物理的に高くした栽培方法を取り入れての実証試験

・塩害リスクが本地区より小さいほ場での実証試験(試験地の再検討)

② 汎用化水田の機能を発揮する効率的な排水改良技術の確立

（平成28～31，事業研究 農村整備課）

＜目的＞

宮城県における汎用化水田の大豆等の転作作物の高品質・高収量の実現には，排水対策が重要であ

る。本課題では，汎用化水田の排水機能低下要因を克服し，作物の生育に適した基盤条件とする効率

的な排水改良技術の確立を示す。

＜細目課題＞
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細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)営農レベルで実施可能な排水対策技術の確立 土壌肥料部 道合 知英 大崎土地改

ａ 施工方法の検討 小泉 慶雄 良区，涌谷

ｂ 管理孔の検討 土地改良区

2)モミタスの高度利用の検討 河南矢本土

ａ 低出力トラクタにおける浅層暗渠施工器の施工 地改良区，

検証(現地実証) 東北農業研

3)「もみ殻」に代わる暗渠疎水材の検討 究センター

迫川沿岸土

地改良区

＜成績の概要＞

1)営農レベルで実施可能な排水対策技術の確立 ａ施工方法の検討

大豆転作田において，営農レベルで実施可能な排水対策技術として，明渠に弾丸暗渠を接続させ

ることで，明渠内の水溜まりの排水促進効果があることを確認した。接続部を明渠側面下部に施工す

ると接続部形状の持続効果がある。非接続区のほ場が比較的排水性が良いほ場だったため，収量向上

効果までは至らなかった。

2)営農レベルで実施可能な排水対策技術の確立 ｂ管理孔の検討

基盤整備後のほ場（50a～１ha）において，本暗渠の水口側に管理孔の口径に違いを設けて排水性

の向上効果を検証した結果，管理孔の口径が大きいほ場でほ場水位を速やかに低下させ，田面乾燥を

促進し地耐力を確保する可能性が示唆された。ただ２か年，管理孔の開閉や数，大小の違いにおける

排水性向上効果を検証したが，明確な効果は確認されなかった。管理孔は本来，暗渠管内の洗浄施設

としての役割のみならず，地下灌漑等への応用的利用が可能であり，暗渠の持続的かつ有孔活用にと

っては重要な施設であることから，本結果はその必要性を揺るがすものではない。

3)モミタスの高度利用の検討

浅層暗渠施工にあたり事前に溝掘り器で35～40cm程度掘削する方法をとることで，50ps程度の低出

力トラクタでも施工が可能である。浅い位置に不要なもみ殻を投入しないためには，溝掘時の掘削土

を溝周辺に留める(目安：使用するトラクタ後輪の輪距幅)よう，土砂飛散防止板等で調整する。

4)「もみ殻」に代わる暗渠排水疎水材の検討

もみ殻に代わる暗渠排水疎水材の検討のため，本年はもみ殻以外の疎水材の輪作体系別の劣化速度

を調査した。各種暗渠疎水材とも質量残存率やC/N比が低下している一方，輪作体系別における劣化

速度への影響は判然としなかった。この理由として調査ほ場が泥炭～黒泥の過湿状態であるため，そ

もそも疎水材が腐植しにくい状況であることが考えられた。現地の目視調査においても,各種疎水材

とも目立った劣化状態にはなかった。

＜今後の課題＞

・明渠と弾丸暗渠の接続検証では，灰色低地土以外の土壌タイプや排水不良水田での検証

・浅層暗渠施工後の排水性の確認

・もみ殻に代わる暗渠排水疎水材では，土壌条件別，作付履歴別等の各疎水材の劣化速度指標と更
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新時期の目安を明らかにし,トータルコスト(初期費用及び維持管理費用)を算定し,排水性効果を踏

まえながら適切な疎水材の選定及び維持管理へつなげる。

③ 水田パイプラインの省電力型利用方法の検討

(平成27～29，事業研究・農村整備課）

＜目的＞

ほ場整備事業地区において,供用開始後，耕作者及び施設管理者にとり維持管理に係る負担が年々

大きくなっている。特に電気料金単価の見直しによる値上げ等が問題になっており，加圧ポンプのパ

イプライン地区の電力料金節減は管理者にとり興味深いところである。現状のパイプライン潅漑状況

を調べて節減方法を考えることにより，新たなほ場整備事業計画地区に対しても加圧ポンプ機場やパ

イプライン施工の有無，施行後における維持管理費用の目安となることが考えられる。本年度は，ほ

場整備地区のポンプ場位置（上流，中流，下流)における電力消費量に影響を及ぼす損失水頭を低減

できる用水送水方法を検討する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)水田パイプラインの省電力型利用方法の検討 土壌肥料部 小泉 慶雄

道合 知英

＜成績の概要＞

今回試算した５機場全てにおいて，遠い水田から近い水田に送水する方法と給水栓損失水頭を自然

圧パイプライン程度の３ｍから１ｍにすることにより，代かき順序をほ場整備計画（揚水機場より近

い水田から遠い水田）と比較し，摩擦損失水頭を18％～35％，電動機出力は20％～29％低減すること

が可能となる。

また，既設電動機を使用する場合は，代かき期の電気料はほとんど変わらなかった。電動機を更新

する場合は，電動機出力や電気料金を22％～31％節電することができるが，代かき期間のみでは節電

額が約８千円～９万円と少額となることから，かんがい調整労力を考えると実現は困難と想定された。

＜今後の課題＞

・河川取水口かんがい単位（例えば250ha，ポンプ場５か所）での検討

・遠隔給水栓による水管理労力軽減と併せた節電の検討

④地下水制御システムを効果的に活用できる水管理技術の確立

(平成29～31，事業研究・農村整備課）

＜目的＞

沿岸被災地を中心に導入が進んでいる地下水位制御システムは，新たな営農方法（乾田直播，

鎮圧作業あり）や転作作物（高収益作物）に対する土壌水分の動き，生育への影響が検証され

ていないことから，作物の生育に適した地下水制御技術の確立を示す。
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＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)作物生産に適した水管理技術の検証 土壌肥料部 小泉 慶雄 農業・園芸

道合 知英 総合研究所

2)新たな標準区画に適した水管理技術の検証 土壌肥料部 小泉 慶雄

ａ 地下かんがい方法の検証 道合 知英

ｂ 取水状況の検証 水田利用部 星 信幸

吉田 修一

＜成績の概要＞

1)作物生産に適した水管理技術の検証

地下水制御システムを設置したキャベツ栽培ほ場においては，対照区が離れた場所で耕作者や耕作

条件に違いがあったことから，地下水制御による最適な水管理方法が確認できなかった。地下水制御

システムが設置されていない対照区ほ場において，４月下旬からの干ばつ時に隣接水田のかんがい開

始から適切な土壌水分のｐＦ値となり生育が良くなったことから，干ばつ時に生育に適した土壌水分

となる地下かんがいを行えば生育の促進に繋がることが示唆された。

2)新たな標準区画に適した水管理技術の検証 ａ 地下かんがい方法の検証

地下かんがい方式による水稲乾田直播では，鎮圧の有無，鎮圧の強さにより地下かんがいにおける

地表への浸潤状況に違いが見られたが，苗立率には差がなかった。

3)新たな標準区画に適した水管理技術の検証 ｂ 取水状況の検証

乾田直播と慣行移植栽培による用水の使用水量に大きな差は無かった。地下かんがい設定水深を平

均田面高とすると鎮圧の有無に関係なく田面が低い箇所において地表への水の通り道を形成するた

め，土質によっては減水深が増大する可能性があることが分かった。

＜今後の課題＞

・地下水制御システムを設置したキャベツ栽培ほ場に調査区，対照区を設け再検証

・乾田直播において，ボイリングを起こさない地下かんがい水位での苗立率の検証

２）水稲の多面的利用活用技術の確立

① 寒冷地における高糖分型飼料稲栽培と利用技術開発

（平成27～31，受託・農研機構 畜産研究部門）

＜目的＞

水田における自給飼料の一つである稲発酵粗飼料は，粗飼料自給率の向上や水田の高度利用を図る

ため行政支援と総合的な研究開発によって約1,300ha にまで作付面積が拡大した。しかしながら，稲

発酵粗飼料の給与拡大には至らず，生産と給与との耕畜連携が進まない状況にある。これまで，宮城

県では中生の「夢あおば」，極晩生の「ホシアオバ」そして極晩生で茎葉蓄積型の「リーフスター」

を奨励品種としてきたが，近年は西日本を中心に消化性の高い高糖分型飼料用稲が期待されてきてい

る。そこで高糖分型品種の県内適応性及び多収栽培を確立するため，高糖分濃度安定のための栽培（施
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肥・収穫）要素を解明し，サイレージ品質・消化性確認を通じた安定的高糖分多収栽培技術を現地実

証する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)高糖分型飼料用稲の寒冷地適応性の検討 水田利用部 吉田 修一 農研機構畜

阿部 脩平 産研究部門

國嶋 広達

畜産試験場 森田 昌孝

菅原 賢一

＜成績の概要＞

1)「たちあやか」の移植適期は５月上旬～中旬頃で，収穫適期は稲体糖分含有率が高くなる出穂後約

50日以降と考えられた。適正施肥量は，基肥窒素は８kg/10a，追肥窒素は11葉期頃に４kg/10a程度が

適すると考えられた。栽植密度の違いによる収量及び稲体糖分含有率の差は見られなかったことから，

11.2～13.0株/㎡の疎植にすることが可能であると考えられた。現地実証においては，「たちあやか」

は既存の品種より草丈が伸びたが，倒伏は見られず，多収で良質なサイレージ発酵であった。

＜今後の課題＞

・品種を有望な「たちあやか」とし年次変動の確認を行う。また，出穂後49日以降の稲体糖分含

有率の調査を行いピークを調査する。

６ 省力・低コスト軽労化技術の確立

１）省力・低コスト化技術の開発

① 宮城県における先進的水稲省力・低コスト栽培技術の確立

（平成28～30，県単）（再掲）

② 大豆用高速畝立播種機の開発評価

（平成27～30，受託・農業技術革新工学研究センター）

＜目的＞

農研機構が農機メーカーと共同で実施している農業機械研究で，「大豆用高速畝立て播種機」の開

発が進められている。大規模生産者が多い本県では，開発機の作業性等の評価を行う。本年度は，生

産者ほ場において実証を行い，開発機の利用メリットを明らかにする。また，開発機の大豆以外の作

目での適応性を検討する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1) 大豆用高速畝立て播種機の開発評価 水田利用部 滝澤 浩幸 農研機構農

吉田 修一 業技術革新
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工学研究ｾﾝ

ﾀｰ

ｱｸﾞﾛﾃｸﾉ矢

崎

＜成績の概要＞

開発機（２条型）は，慣行機（４条型）と比較して２倍の作業工程を要したが，作業速度が約２倍

程度速いことから作業能率は同程度であった。開発機は慣行機より播種精度も高く出芽のバラツキが

少なかったため，大豆の収量は慣行機対比115％であった。また，開発機は大豆以外の作目として，

飼料用トウモロコシでも高い精度の播種が可能であった。

＜今後の課題＞

２条型開発機（現行及び改良型）と４条型開発機（新型）との作業能率を比較する。

７ 先端技術を活用した農業技術の確立

１）遺伝子情報とバイオテクノロジーの利用開発

① 水稲葯培養による画期的新品種の開発（平成10～，県単）

＜目的＞

葯培養の手法により育種年限を短縮し，耐冷・耐病性の強い良質・良食味品種や多用途品種の早期

育成を図る。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)葯培養利用育種 作物育種部 遠藤 貴司

佐藤 浩子

石森 裕貴

中込 佑介

＜成績の概要＞

2016年は１期で417個体，２期で407個体を収穫，選抜した。2017年は１期で26856個，２期で2489

4個，計51750個の葯を置床し，14109個のカルスを再分化培地に移植した。１期では2068個体の緑体

及び小緑体が得られ，最終的に480個体の自然倍化個体が得られた。２期では，2055個体の緑体及び

小緑体が得られ，現在1727個体を世代促進温室で養成中である。交配組合せごとの結果では，１，

２期ともに１組合せの緑体再分化率が高かった。

前年までの葯培養作出系統の937系統を養成し，118系統を選抜した。奨励品種決定調査に配付中

の東北酒217号は宮城県で特性把握につき調査終了，東北222号は打ち切りとなった。また，育成系

統のうち，早生で耐冷性極強の良食味系統「東北230号（東1566）」を新配付系統とした。

＜今後の課題＞

次年度の計画は，高温耐性や多収，極良食味など，緊急度の高い形質を育種目標とする組合せを



- 51 -

優先的に実施する。DNAマーカー選抜を併行し，さらなる効率化及び省力化を図る。

② ゲノム選抜育種による出穂期改良品種開発の加速

（平成25～29，受託・(国研)農研機構 次世代作物開発研究センター）

＜目的＞

宮城県においては，県内の水稲作付け面積の約８割を中生品種の「ひとめぼれ」が占めているが，

近年，気候変動による高温の影響で白未熟粒の発生が増加し，玄米品質の低下が大きな問題となって

いる。特に県南部では品質低下が顕著であり，登熟期間の高温を避け玄米品質の向上を図るため，晩

生の高温登熟耐性に優れる品種が要望されている。

今回，当場育成の中生で高温登熟耐性に優れた極良食味系統「東北206号」に, DNAマーカー選抜育

種技術を用いて，宮城県で晩生にあたる「コシヒカリ」の出穂関連遺伝子（Hd1，Hd16，HD18）を導

入することで，「東北206号」の出穂期を７～10日程度遅らせた晩生の高温登熟耐性に優れる品種を育

成する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)世代促進 作物育種部 石森 裕貴 (国研)農研

2)同質性評価 遠藤 貴司 機構次世代

3)系統選抜 佐藤 浩子 作物開発研

中込 佑介 究センター

＜成績の概要＞

1)出穂期遺伝子の絞り込みを行う実験集団および育成集団の作出

2013年に高温登熟耐性に優れる「東北206号」と晩生の「コシヒカリ」の交配およびそのF1と「東

北206号」との戻し交配を行った。得られたBC1F1について世代を進め，出穂期遺伝子の絞り込みを行

うための実験集団（BC1F3世代）を作出した。一方で，BC1F1世代についてMASを行って得られた選抜個

体と「東北206号」の戻し交配を行い，BC2F2世代を得た。BC2F2世代以降は，MASや出穂期調査によっ

て目的の系統を選抜するための育成集団（BC2F4世代，BC2F5世代）を作出した。

2)出穂期遺伝子の絞り込み

BC1F3世代の出穂期を調査した結果，Hd1とHd16がコシヒカリ型系統は８月14日，Hd1とHd18がコシ

ヒカリ型系統は８月23日，Hd1，Hd16，Hd18の全てがコシヒカリ型系統は８月９日に出穂した。東北2

06号の出穂期は８月１日，コシヒカリの出穂期は８月９日であったため，東北206号を７から10日程

度晩生化するには，Hd1，Hd16，Hd18の全てをコシヒカリ型で導入するのが望ましいと推定された。

3)同質性評価

BC2F4世代で，Hd1，Hd16，Hd18をコシヒカリ型で保有する４系統（東1671，東1672，東1673，東16

74;東北229号）を生産力検定，特性検定に供試した。「東1674」は「東北206号」対比で出穂期は９

日遅く，稈長は約７ cm 長く，玄米重は 99 ％，高温登熟耐性は「東北 206 号」と同じ“やや強”で

あった。「東1672」は「東北206号」対比で出穂期は７日遅く，稈長は約12cm長く，玄米重は93％，
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高温登熟耐性は“やや強”であった。４系統のうち「東1672」と「東1674」を選抜し，農業特性が

優れる「東1674」に「東北229号」を付与した。BC2F5世代では選抜2系統（東北229号，東1672）の

生産力検定，特性検定を行った。「東北229号」は「東北206号」対比で，出穂期は10日遅く，稈長は

約５㎝長く，玄米重は99％で，高温登熟耐性は「東北206号」と同じ“強”であった。「東1672」は「東

北206号」対比で，出穂期は８日遅く，稈長は約10㎝長く，玄米重は91％で，高温登熟耐性は“強”

であった。これらの結果，２か年で各種特性評価は大きく変わらなかった。

最終的に２系統のうち「東北229号」が，短稈で収量が多く，「東北206号」の準同質遺伝子系統と

して優れることを確認した。

＜今後の課題＞

「東北229号」は「東北206号」に比べて長稈であることから，耐倒伏性に問題ないか継続して確認

する。また，「東北229号」を母本とした新たな交配によって高温登熟耐性のさらなる強化を行う。

③ 全国で活用できる遺伝子発現予測システムの開発と農業形質予測への展開

（平成25～29，受託）（再掲）

④ 重イオンビーム照射による有用変異体の探索

（平成27～30，受託・理化学研究所）

＜目的＞

新たな形質をもつ，あるいは飛躍的に特性を向上させた品種を育成するには，交配母本の遺伝子の

変異を拡大する必要がある。その一手法として，突然変異育種法は有効であり，これまでガンマ線や

EMS 等の化学薬剤処理による突然変異体の作出が行われてきたが，重イオンビーム照射により水稲

品種の育成事例は少ない。本課題では水稲品種「コシヒカリ」由来の重イオンビームを照射した変異

集団から有用変異体を探索し，早期に品種育成に利用する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)重イオンビーム照射による有用変異体の探索 作物育種部 遠藤 貴司 理化学研究

佐藤 浩子 所ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

石森 裕貴 推進ｾﾝﾀｰ，

中込 佑介 東北大学農
学研究科

＜成績の概要＞

1)コシヒカリの乾燥種子に炭素またはアルゴンビームを照射したM2植物を１系統あたり10個体栽培

し，合計約5,000個体を観察し選抜した。育苗期には，アルビノ，キサンタ等の葉緑素変異体がRK４，

９集団でそれぞれ4.0，7.3%の割合で観察され，移植後から成熟期までには，稈長，葉色，出穂期，

不稔，粒大，胚芽大等の変異を観察した。昨年見出した巨大胚系統(16IBM309)のM3世代からは，固定

した３個体を得ることができた。

2)昨年多収変異系統と推定した「コシヒカリ」の変異系統の収量調査を行った。いずれも，「コシヒ
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カリ」より玄米収量が低く，多収変異系統とは認められなかった。しかし，17P-171は，千粒重が重

く，粒長が約0.3mm長く，粒形の変異を生じている可能性があった。

3)「まなむすめ」の変異系統（M7世代）「東1583」について，収量調査を行った。原品種の「まなむ

すめ」に比べて，標肥区で108%，多肥区で102%となり，３年間のデータから標肥区で１%水準で有意

な差が認められた。収量増の要因を明らかにするため，収量構成要素を比較するため小規模な収量調

査をおこなった。その結果，玄米重，登熟歩合に有意な差が認められ，中でも登熟歩合に７%の差が

認められた。粒大はわずかに「東1583」が大きかった。以上のことから，「東1583」の収量増の要因

は，登熟歩合に関与する遺伝子の変異に起因する可能性が考えられた。

4)2016年にいもち病抵抗性だった「まなむすめ」の変異系統（16IBM750，751）の原因遺伝子を特定

するため，両系統と「まなむすめ」のF2をそれぞれ75系統ずつ養成中である。2018年３月までに，翌

年いもち病抵抗性検定に供試するためのF3種子を得る予定である。

＜今後の課題＞

なし

２）スマート農業を実現するＩＣＴ・ロボット技術の活用支援

③ 生育・生産情報に基づく水田肥沃度・生産力の判別法の確立

（平成29～31，県単）（再掲）

○ 調査事業・検査業務

１）農作物有害動植物発生予察事業（昭和26～，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

場内に定点調査ほ場を設置し，病害虫の定期的な調査を実施し，農産物の安定生産を阻害する病虫

害を未然に防ぐための国による予測と対策に情報を提供する。また，県で発表する発生予察情報作成

のための基礎資料とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)普通作物，果樹および野菜等の病害虫発生予察調 作物保護部 辻 英明 病害虫防除

査 横堀 亜弥 所，農業・

ａ 普通作物の定点調査 大江 高穂 園芸総合研

ｂ イネ紋枯病の発生推移と気象要因の関係 櫻田 史彦 究所

ｃ イネ稲こうじ病の発生と気象要因の関係 小野 亨

2)病害虫検定診断対策事業 宮野 法近

ａ ヒメトビウンカの薬剤感受性検定

ｂ ジャガイモヒゲナガアブラムシの薬剤感受性検

定

ｃ フタスジヒメハムシの薬剤感受性検定
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ｄ オオタバコガの薬剤感受性検定

ｅ オオタバコガとツメクサガの３齢幼虫における

識別法の検討

ｆ イネドロオイムシの薬剤感受性検定

＜成績の概要＞

1)普通作物，果樹および野菜等の病害虫発生予察調査

a イネの主要病害虫（いもち病，紋枯病，イネミズゾウムシ，イネドロオイムシ，斑点米カメムシ

類等）とムギ（赤かび病）及びダイズの主要病害虫(フタスジヒメハムシ，アブラムシ類等)について，

４～11月に10～30回のほ場調査を行い，病害虫の発生予察情報（7回の発生予報）の基礎資料とした。

b 紋枯病の発病株率増加には，好適気温，降雨が単独ではなく，同時に出現することが必要であり，

高温単独では抑制的に働くことが前年まで明らかとなり，本年は発病株率の量的な予測のためのアル

ゴリズムを試作した。

ｃ イネ稲こうじ病が発病した品種や系統の出穂期別系統数と出穂６日前の降水時間や出穂６～

２日前５日間の積算降水時間との間に正の相関が見られた。また，出穂前７日前～出穂１日後

９日間の平均最高気温との間には負の相関が見られた。

2)病害虫検定診断対策事業

a 古川農試内の水稲作付ほ場から採集したヒメトビウンカに対するイミダクロプリド，フィプロニ

ル，ジノテフラン，チアメトキサム，クロチアニジン，エチプロールの LD50 値を微量局所施用法に

より算出した。

b 名取市増田と大崎市古川のダイズほ場から採集したジャガイモヒゲナガアブラムシに対するネオニ

コチノイド系薬剤の LC50値を葉面浸漬法により算出した。

c 現時点で感受性個体群と考えられる古川農試内のフタスジヒメハムシ第 2世代成虫に対して，チ

アメトキサムの LD50値を微量局所施用法により算出した。

d 食毒性の薬剤でも LD50 値の算出が可能な経口投与法を開発し，宮城県産オオタバコガに対する各

種薬剤の LD50 値を算出した。今回供試した薬剤の生死判定時期は処理７日後が適当と考えられた。

e オオタバコガとツメクサガの３齢幼虫の形態を比較したところ，オオタバコガは刺毛基板が隆起

しているがツメクサガは隆起しておらず，第１腹節の D1 刺毛長，D1 基板直径，気門長，D1 基板直

径/気門長はいずれもツメクサガよりオオタバコガのほうが大きいことが明らかとなった。このこと

から，両種の３齢幼虫における識別は可能と考えられた。

f 登米市東和町においてイネドロオイムシの多発が確認され，同地区で広く使用されてきたチアメト

キサムに対する感受性検定を実施したところ，同薬剤に対する感受性の低下が認められた。

＜今後の課題＞

・予察精度が不十分な病害虫についての調査手法検討

・予察精度の向上を目指したデータの蓄積

２）稲作地帯別好適生育型策定と安定多収の機作解明の技術確立

（昭和63～，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞
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稲作地帯・地域ごとに設置したほ場の生育，窒素養分吸収データの分析結果から，稲体の栄養状態

を解析し，対応技術を策定するとともに，「宮城県稲作情報」等で直ちに普及現場に伝達して適正な

栽培管理の基礎資料として活用する。また，経年の蓄積デ－タから稲作地帯別の生育・養分吸収の特

徴を解析し，好適生育型の策定や簡易にできる生育・栄養診断技術の確立を目指す。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)稲体窒素栄養面からの作柄解析 土壌肥料部 小山 かがみ 水 田 利 用

ａ 土壌・施肥からの窒素供給 阿部 倫則 部，各農業

ｂ 稲体乾物重・窒素吸収量の推移 森谷 和幸 改良普及セ

今野 智寛 ンター

＜成績の概要＞

1)土壌・施肥からの窒素供給

本年は乾土効果に起因した土壌窒素の発現は少ないと見込まれた一方，ほ場埋込培養試験の土壌窒

素の発現は前年よりもやや多い傾向で推移した。特に，本年度の地温が６月下旬から７月下旬にかけ

て前年度より高く, 地温上昇に起因した窒素発現量が多かった。

基肥窒素による作土残存アンモニア態窒素量は，前年より遅く減少し始めたが，基肥の肥効切れの

目安に達したのは，前年同様の７月上旬であった。

2)稲体乾物重・窒素吸収量の推移

ひとめぼれの生育調査ほ23地点の稲体窒素吸収量の推移は，６月中旬から７月上旬にかけての窒素

吸収量が平年よりも少なく，その後は，平年よりやや多い吸収パターンとなった。

葉色は，７月１日頃がもっとも濃いピーク時期になり，その後も幼穂形成期までは期待葉色より濃

いめに推移した。減数分裂期から穂揃期にかけては期待葉色より淡かった。穂揃期から出穂後25日の

間は，８月の低温少照の影響で葉色が低下せず，期待葉色並の濃さで推移した。

減数分裂期に葉色が淡かった稲は，８月の低温少照の影響もあり，登熟が不良になり未熟粒が多く

発生しやすかった。

＜今後の課題＞

・年次毎の作柄要因の解析

３）生育調査ほ （昭和40～，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

水稲・大豆・麦類について県内各地に調査圃を設置し，定期的に調査を行い，その結果を前・平年

と比較することにより，作物の生育状況を把握し技術対策策定の基礎資料とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)水稲生育調査(現地調査ほ数 39か所) 水田利用部 島津 裕雄 各農業改良

対象品種 ひとめぼれ，ササニシキ，まなむすめ他 菅野 博英 普及センタ
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2)大豆生育調査(現地調査ほ数 10か所) 大川 茂範 ー

対象品種 タンレイ，ミヤギシロメ他 國嶋 広達

3)麦類生育調査(現地調査ほ数 10か所) 金原 昭三

対象品種 シュンライ，シラネコムギ他 阿部 脩平

金野 勇悟

滝澤 浩幸

＜成績の概要＞

【水稲】県平均における播種盛期は４月11日（平年より１日早い），田植盛期は５月11日（平年並），

出穂期は８月１日（平年より４日早い），刈取盛期は10月５日（平年より５日遅い）であった。県内

生育調査ほにおける主要品種「ひとめぼれ」の収量は52.6kg/a（平年比91％）で平年より少なく，県

全体の一等米比率は 83.5％，「2等米以下の格付理由」は「充実度不足」が最も多かった。

【大豆】本年は，７月上旬～中旬にかけての高温多照とまとまった降雨により，平年より播種が遅

いほ場や播種後の乾燥傾向で生育が抑制されたほ場を除いて，初期生育は旺盛で，主茎長が長い傾向

であった。その後，７月下旬～８月にかけて低温寡照となったため，さらに徒長が進み，平年より分

枝が少なくなった。９月は多照となり，子実肥大が促進される気象条件ではあったものの，初期生育

の過剰や蔓化・倒伏による受光体勢の悪化による影響が大きかったと推察され，一部のほ場を除いて

成熟期の総節数及び有効莢数が平年を下回り，子実重はすべてのほ場で平年を下回った。

【麦類】播種期に低温乾燥であったため，年内の生育量は少なかったが，12月後半から高温傾向で

推移したため，その後の生育は回復した。高温傾向で降雪量が少なく，渡り鳥による食害を受けた

ほ場では出穂が遅れたが，成熟期の穂数は平年より多い傾向で，子実重も平年より多い傾向となっ

た。生育ほ産の子実の外観品質は，概ね平年並みであった。

＜今後の課題＞

・年次毎の気象及び作柄を把握するためにも継続調査が必要。

４）主要農作物高位安定生産要因解析（作況試験）

（昭和63～，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

水稲・大豆・麦類の主要品種について，定期的に生育調査や栄養診断を行うことにより，作物の生

育状況を把握し栽培管理指針のための基礎資料とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研 究 担 当 分担協力者

部 名 担当者

1)水稲作況試験 水田利用部 菅野 博英

対象品種 ひとめぼれ，ササニシキ他 猪野 亮

2)大豆作況試験 島津 裕雄

対象品種 タンレイ，ミヤギシロメ他 大川 茂範

3)麦類作況試験 國嶋 広達

対象品種 シュンライ，シラネコムギ他 金野 勇悟

阿部 脩平
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金原 昭三

＜成績の概要＞

【水稲】移植栽培では，5/10移植「ひとめぼれ」出穂期は８月６日（平年差１日遅い），成熟期は９

月26日（平年差10日早い），収量は54.0kg/a（平年比92％）であった。直播栽培では，鉄コーティン

グ表面点播の出芽揃期は５月24日（平年差３日早い），出穂期は８月25日（平年差10日遅い），成熟期

は10月13日（平年差12日遅い），生育量は前半，平年を大きく下回り，穂数は少なかったが一穂籾数

が多く，登熟歩合は低く，収量は平年差46.4kg/a（平年比97％）となった。倒伏指数は260（平年比1

03％）であった。

【大豆】標播では，７月上旬から中旬にかけての高温・多照とまとまった降雨により徒長し，台風な

どの影響もあり，早期に倒伏して蔓化し始めた。８月の低温・寡照により，さらに徒長及び蔓化・倒

伏が進行し，受光体勢が悪化した。初期生育が旺盛であったため成熟期の総節数は平年並以上であっ

たが，受光体勢の悪化などにより有効莢数は平年より少なく，百粒重も莢当粒数が大きく低下したタ

チナガハを除いて平年並～やや小さくなったため，子実重は平年よりかなり少なかった。

晩播では，台風などの影響で開花期前に全面倒伏し，受光体勢が悪い状態で８月の低温・寡照を迎

えたことで，成熟期の総節数は平年より少なく，着莢節数，有効莢数も平年より大きく減少し，子実

重も平年を大きく下回った。

子実の外観品質は，標播・晩播ともに粒形や粒大，色のバラツキが大きかったため悪かった。この

要因は，早期倒伏などにより受光体勢が悪化したこと，着莢不良などにより青立ち株数が多くなった

ことで，子実の成熟のバラツキが大きくなったことが原因と考えられた。

【麦類】

<大麦>出芽遅れで生育初期量は少なかった。出芽後の高温傾向で生育量はやや回復したが，茎数は平

年より少なかった。「シュンライ」，「ミノリムギ」ともに穂長は短く，一穂当たりの整粒数が少なか

った。整粒の容積重は平年並だったが千粒重が小さく，穂数も少なかったため子実重は平年より少な

くなった。外観品質は，平年並であった。

<小麦>出芽遅れで生育初期量は少なかった。出芽後の高温傾向で生育量はやや回復したが，茎数は平

年より少なく経過した。「シラネコムギ」は穂数は多かったが穂長が短く，「あおばの恋」，「ゆきち

から」は穂長は平年並だったが穂数が少なく，一穂当たりの整粒数は３品種とも平年より少なかった。

このため，㎡当たりの整粒数は平年並～平年より少なくなった。３品種ともに容積重と千粒重は平年

を上回ったため，子実重は概ね平年並～平年並以上となった。子実の外観品質は，充実度不足と熟色

のバラツキがあり，平年よりも劣った。

＜今後の課題＞

・気象及び作柄の年次変動を解析するため継続調査が必要。

５）農用地土壌汚染防止対策推進事業

（平成７～，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

食品衛生法の国内基準値の改正に伴い，平成23年２月にコメのカドミウム（以下 Cd）含有量の基

準値が「１ mg/kg 未満」から「0.4mg/kg 以下」に引き下げられた。基準値を超えるコメの産出量を

減少させるため，現地では農作物生産計画実施地域を設定し，湛水管理に取り組んでいる。そこで，
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当該地域における，カドミウム基準値超過米の発生状況やカドミウム吸収抑制対策の効果を確認す

るため，収穫前のほ場より抜き穂し，調査する。

また，近年ほ場面積が拡大している一方で１筆あたりの抜き穂本数が従来通りのままであることか

ら，立毛調査の精度が落ちているのではないかと危惧されている。そこで，本試験ではほ場の面積に

応じてほ場あたりの抜き穂本数を変えて立毛調査とロット調査の玄米 Cd 濃度を比較することによ

り，立毛調査精度を検討する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)農作物生産計画実施地域立毛調査 土壌肥料部 宮本 武彰 農産園芸環

2)１筆あたりの抜き穂本数の検証 島 秀之 境課，関係

石川 亜矢子 地方振興事

務所，市，

ＪＡ

＜成績の概要＞

1)農作物生産計画実施地域立毛調査

平成29年のＡ市の農作物生産計画実施地域の立毛調査（旧Ｂ町，旧Ｃ町，旧Ｄ町，旧Ｅ町）は，

玄米ロット調査の対象となる0.35mg/kg以上の地点が７％，0.40mg/kg以上の地点が４％であり，1.0m

g/kg以上の地点は確認されなかった。

平成29年の抜き穂調査点数は前年から34点増加したものの，長期的に減少する傾向は変わらなかっ

た。0.40mg/kg以上の地点は６点と低い水準であった。旧Ｂ町では0.40mg/kg以上の地点が平成22年以

降１％程度で推移しているのに対して，旧Ｄ町では依然として20～30％前後で推移していることから，

Ａ市全体でのカドミウム吸収抑制対策は効果を上げているが，一部の地域では水管理の徹底が不十分

だと考えられた。

2)１筆あたりの抜き穂本数の検証

立毛調査玄米Cd濃度はほ場あたりの穂採取本数が異なっても差がなく，【従来法】と【検証法】で

高い正の相関関係を示したことから，湛水管理が適切に実施されているほ場では，ほ場の面積規模に

関わらず【従来法】の抜き穂本数で十分だと考えられた。

＜今後の課題＞

・超過米が多い地区におけるカドミウム吸収抑制対策

・年次間差・ほ場間差の確認

・立毛調査時の玄米登熟程度と立毛調査 Cd濃度およびロット調査Cd濃度の関係の解明

・玄米カドミウム分析機関間における分析精度の確認

６）肥・飼料検査取締業務

（平成13～，事業研究，農産園芸環境課・畜産課）

＜目的＞
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肥料取締法，飼料の安全性確保及び品質の改善に関する法律に基づき，農作物の生産を損なうおそ

れのある肥料・飼料の生産並びに流通を未然に防止するため，肥料・飼料の製造業者，販売業者等へ

の立入検査の際に収去された試料や肥料の登録に伴う見本品について，製品の品質（表示成分量・有

害物質の含有等）について分析する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1) 肥飼料検査業務 土壌肥料部 島 秀之 各地方振興

宮本 武彰 事務所，畜

石川亜矢子 産課

＜成績の概要＞

検査実績（分析点数）

肥料；収去品26点(150項目），登録見本品8点(26項目)

飼料；収去品28点(121項目)

＜今後の課題＞ ・検査体制の充実による継続的な検査の実施

７） 農薬安全使用指導事業（昭和27～，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

病害虫防除における薬剤の種類，防除法，防除時期など様々な条件下で防除効果を確認し，データ

を蓄積した上で防除指導上の基礎資料とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)水稲病害虫に対する薬剤防除試験 作物保護部 小野 亨

(1)斑点米カメムシ類に対する茎葉散布剤の防除効果 横堀 亜弥

大江 高穂

＜成績の概要＞

1)水稲病害虫に対する薬剤防除試験

イヌホタルイの発生によりアカスジカスミカメが多発した水田において，カメムシ類の防除薬剤

として普及しているジノテフラン，クロチアニジン，エチプロールの防除効果を検討した。アカス

ジカスミカメに対する密度抑制効果と斑点米被害抑制効果は，ジノテフランが最も高く，残効期間

も長かった。次いで，エチプロールの効果が高く，クロチアニジンの効果は低かった。

＜今後の課題＞ ・殺虫剤による茎葉散布は降雨等の気象条件を受けやすいため，水田内の雑草管理

などを含めた総合的な防除体系の確立が必要である。
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Ⅲ 試験研究成果の発表等

１「普及に移す技術」等に提出した課題

１）「普及に移す技術」（第93号）

（１）普及技術（分類）

① 水稲直播栽培べんモリ種子の送風加温処理による長期保存方法〔水稲〕

② 飼料用稲奨励品種「たちあやか」〔水稲〕

③ 身近な低出力トラクタを利用してできる浅層暗渠の施工〔農業土木〕

（２）参考資料（分類）

① 飼料用稲奨励品種「たちあやか」のイネWCS栽培法〔水稲〕

② 「金のいぶき」のいもち病防除体系 追補〔病害虫〕

③ 「東北211号」の葉いもちほ場抵抗性〔病害虫〕

④ アカスジカスミカメの多発条件下における殺虫剤による茎葉散布処理の効果〔病害虫〕

⑤ 有効積算温度によるフタオビコヤガ成虫の発生時期の予測〔病害虫〕

（３）普及情報（分類） なし

２）研究成果情報（情報名，部会名等，分類，新技術等評価）

① 水稲直播栽培のべんモリ種子は送風加温処理により長期保存が可能，東北農業，作物

生産（水稲栽培），普及成果

２ 特許・品種登録関係

１）特許 なし

２）品種登録(水稲) なし

３）実用新案 なし

３ 研究発表等

１）研究報告・学会誌発表等（発表者，発表表題等，掲載誌等：ﾍﾟｰｼﾞ，年月）

作物育種部関連

(1) 石森裕貴・佐伯研一・遠藤貴司・佐藤浩子・中込佑介・溝淵律子・田口文緒，３つの

出穂期遺伝子集積による高温登熟耐性系統「東北206号」の晩生化，次世代作物開発研

究センター主催シンポジウム「競争力の高い水稲品種開発に向けたDNAマーカー技術の活用

と連携」2017.6

(2) 石森裕貴・佐伯研一・遠藤貴司・佐藤浩子・中込佑介・溝淵律子・田口文緒・福岡修

一・山内歌子・安藤露，出穂期遺伝子Hd1，Hd16，Hd18をコシヒカリ型で保有する晩生系

統「東北229号」の育成，育種学研究19（別2）：117，2017.10
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(3) 中込佑介・遠藤貴司・佐藤浩子・石森裕貴・奥西智哉，業務用米に適した炊飯特性を評

価する新たな手法の検討，育種学研究20（別1）：129，2018.3

(4) 遠藤貴司・佐藤浩子・石森裕貴・中込佑介・佐藤雅志・林依子・市田裕之・阿部知子，

重イオンビーム照射によるイネ有用変異体の探索，育種学研究20（別1）：142，2018.3

(5) 遠藤貴司・永野邦明・佐々木都彦・千葉文弥・我妻謙介・早坂浩志・佐伯研一・佐藤

浩子・酒井球絵・中込佑介，水稲新品種「東北211号」について，宮城古川農試報13：1-

18，2018.3

(6) 遠藤貴司・永野邦明・佐々木都彦・千葉文弥・我妻謙介・早坂浩志・佐伯研一・佐藤浩

子，酒井球絵・中込佑介，水稲新品種「だて正夢」について，宮城古川農試報13：19-

44，2018.3

水田利用部関連

(1) 大川茂範・菅野博英・森谷和幸・佐々木次郎，宮城県の水稲湛水直播栽培における越冬

前の石灰窒素散布と不耕起による漏生イネの防除，日本作物学会第 245回講演会要旨集：

8，2018.3

(2) 菅野博英・安田善広（ヤンマー）･庄山寿（井関）･佐々木哲（小泉商事）・横田俊彦（ク

ボタ）･原嘉隆（九州農研），べんがらモリブデン被覆種子（べんモリ）を用いた湛水直播

栽培方法の検討第３報 被覆比と苗立ち，日本作物学会第 244 回講演要旨集：12，2017.9

(3) 菅野博英・佐々木哲（小泉商事）･庄山寿（井関）･山根和（森下弁柄）･原嘉隆（九州

農研），べんがらモリブデン被覆種子（べんモリ）を用いた湛水直播栽培方法の検討第２

報 被覆資材と乾燥方法.，日本作物学会東北支部会報，60：23-24，2017.12

(4) 原嘉隆（九州農研）・菅野博英・秀島好知（佐賀農試）・森伸介（西日本農研）・林健（京

都農試）･寺田道一（岩手農試）・白土宏之（東北農研），小集会「水稲べんモリ直播の概

要と実施状況」，日作紀．87 巻 2 号：215-216，2018.3

(5) 菅野博英・佐々木哲（小泉商事）・原嘉隆（九州農研），べんがらモリブデン被覆種子

（べんモリ）を用いた湛水直播栽培方法の検討第４報 無人ヘリ等による散播栽培，日本

作物学会第 245回講演要旨集：18，2018.3

(6) 菅野博英・山内正名（五十嵐商会），宮城県における鉄コーティング直播栽培の 10年間

の現状と実態調査，日本作物学会第 245回講演要旨集：82，2018.3

(7) 阿部脩平・森田昌幸・吉田修一・國嶋広達・菅原賢一・金野勇悟，寒冷地における稲発

酵粗飼料専用品種「たちあやか」の栽植密度と施肥体系が収量および稲体糖分含有率に及

ぼす影響，日本作物学会第 245回講演会要旨集：5，2018.3

土壌肥料部関連

(1) 宮本武彰，石川亜矢子，島秀之，宮城県におけるカリ増肥中止後の水田土壌中カリ含量

の推移，日本土壌肥料学会東北支部会平成 29年度岩手大会，2017.7

(2) 道合知英・鈴木桂輝・冠秀昭，低出力トラクタによる浅層暗渠の施工方法の開発と評価，

平成 29年度農業農村工学会講演会，口頭発表，2017.8

(3) 阿部倫則・佐々木次郎・金澤健二・駒田充生・高橋茂，デジタルカメラを利用した

COD パックテストによる土壌可給態窒素の推定，日本土壌肥料学会 2017 年度仙台大会，

2017.9.5

(4) 今野智寛・佐々木次郎・阿部倫則・小山かがみ，宮城県における特別栽培米の施肥基準
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に対応した追肥体系，日本土壌肥料学会 2017年度仙台大会，2017.9.5

(5) 今野智寛・佐々木次郎・辻英明・鈴木智貴・金野勇悟，宮城県北部における大豆多収阻

害要因の実態解明，日本作物学会第 244回講演会要旨集：P.88，2017.9

(6) 道合知英，営農レベルで実施可能な排水対策技術について-明渠と弾丸暗渠組合せ施工

による排水向上効果の検証-，平成 29 年度農業農村工学会東北支部岩手大会，口頭発表，

2017.11

(7) 宮本武彰・島秀之・稲生栄子，原発事故から数年経過した宮城県の水田における土壌中

交換性セシウム 137濃度の低下量，東北農業研究第 70号：29-30，2017.12

作物保護部関連

(1) 櫻田史彦・辻英明・宮野法近・鈴木文彦，宮城県における QoI 剤耐性イネいもち病菌

の分布拡大要因の推定，平成 29年度日本植物病理学会大会（口頭発表），2017.4

(2) 宮野法近・辻英明・櫻田史彦，宮城県における加温条件がイネ紋枯病へ及ぼす影響に

ついて，平成 29年度日本植物病理学会大会（口頭発表），2017.4

(3) 宮野法近・辻英明・櫻田史彦・野田崇啓・土師健・是田稔・福本亮，蒸気処理による

種子消毒効果，平成 29年度日本植物病理学会東北部会（口頭発表），2017.9

(4) 大江高穂・高城拓未・鈴木秀人・横堀亜弥・加進丈二，宮城県南部におけるクモヘリカ

メムシの発生消長，北日本病害虫研究会報 68：242-246，2017.12

(5) 大江高穂・高城拓未・横堀亜弥・加進丈二，宮城県におけるクモヘリカメムシのメッシ

ュ農業気象データを用いた分布地域の推定，北日本病害虫研究会報 68：247-252，2017.12

(6) 横堀亜弥・加進丈二・大江高穂，ダイズにおけるジャガイモヒゲナガアブラムシの薬剤

感受性検定手法の検討，北日本病害虫研究会報（講演要旨）68：267，2017.12

(7) 櫻田史彦・鈴木智貴・辻英明・宮野法近・芦澤武人，イネ紋枯病の発生に影響する気象

要因の解析，北日本病害虫研究会報（講演要旨）68：257，2017.12

(8) 宮野法近・辻英明・櫻田史彦，巨大胚水稲品種「金のいぶき」のいもち病防除，北日

本病害虫研究会報（講演要旨）68：256，2017.12

(9) 小野亨・加進丈二・大江高穂・横堀亜弥，イヌホタルイ多発ほ場におけるアカスジカ

スミカメに対する殺虫剤散布の防除効果，第 71 回北日本病害虫研究発表会（ポスター発

表），2018.2

(10) 大江高穂，フタスジヒメハムシに対するチアメトキサム感受性検定，第 71回北日本病

害虫研究発表会（口頭発表），2018.2

(11) 横堀亜弥・小野亨・大江高穂，ダイズほ場におけるタバコガ類の発生消長，第 71回北

日本病害虫研究発表会（ポスター発表），2018.2

(12) 櫻田史彦・辻英明・宮野法近，宮城県におけるダイズベと病の発生と被害の関係およ

び 対策の検討，第 71回北日本病害虫研究発表会（口頭発表），2018.2

(13) 宮野法近・辻英明・櫻田史彦・佐藤浩子・遠藤貴史・石森裕貴・中込佑介，いもち病

真性抵抗性遺伝子Pi-bを持つ品種・系統のいもち病圃場抵抗性の評価について，第 71 回

北日本病害虫研究発表会（口頭発表），2018.2

(14) 大江高穂，宮城県における斑点米カメムシ類の発生状況～近年の全県調査結果から～，

カメムシ類等難防除害虫の発生状況と防除対策に関する検討会（口頭発表），2018.3

(15) 小野亨・加進丈二・横堀亜弥，LED 光源を利用した予察灯の水稲害虫に対する誘引性
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能の評価，第 62回日本応用動物昆虫学会大会（ポスター発表），2018.3

(16) 大江高穂，宮城県のダイズにおけるダイズサヤムシガの発生消長，第 62回日本応用動

物昆虫学会大会（口頭発表），2018.3

(17) 横堀亜弥・光永貴之・島克弥・長坂幸吉，経口投与法によるオオタバコガの薬剤感受

性検定，第 62回日本応用動物昆虫学会大会（口頭発表），2018.3

(18) 大江高穂・加進丈二・相花絵里・横堀亜弥・土屋稔，宮城県における斑点米カメムシ

類の近年の発生動向-2014 ～ 2016 年の調査結果から-，宮城県古川農業試験場研究報告第

13号：45-56，2018.3

(19) 櫻田史彦・宮野法近・辻英明・佐々木次郎・森谷和幸・小山かがみ・今野智寛，宮城

県におけるダイズ黒根腐病の発生実態と対策の検討，平成 30年度日本直物病理学会大会

（口頭発表），2018.3

(20)宮野法近・辻英明・櫻田史彦，2017年宮城県大崎市におけるイネ稲こうじ病発生と気

象条件との関係，平成 30年度日本直物病理学会大会（口頭発表），2018.3

２）雑誌資料への寄稿，著書等（氏名，ﾀｲﾄﾙ，著書等名，発行者名，年月）

水田利用部関連

(1) 吉田修一，「ＲＡＣコードをご存じですか」，植物防疫みやぎ第 125 号，一般社団法人

宮城県植物防疫協会，2018.1

作物保護部関連

(1) 大江高穂，宮城県における斑点米カメムシ類の発生状況，植物防疫みやぎ第 124 号，

2017.8，一般社団法人 宮城県植物防疫協会

(2) 櫻田史彦・宮野法近・辻英明・鈴木智貴・笹原教子・佐藤直紀，宮城県における QoI

剤耐性イネいもち病菌の発生と対応，植物防疫第 71巻第 9号：615-620（49-54），2017.9，

一般社団法人 日本植物防疫協会

(3) 宮野法近・鈴木智貴，難防除病害の最新情報と現場で取れる対策，技術と普及第 55 巻

：10-11，2018.1，一般社団法人 全国農業改良普及支援協会

(4) 宮野法近，ばか苗をかしこく叩く，現代農業第 857 号：124-129，2018.3，一般社団法

人 農山漁村文化協会

３）その他（分担執筆）（ﾀｲﾄﾙ，著書等名，年月）

(1) 宮城県稲作情報第１号（麦含む），みやぎ農業振興公社，HP掲載，2017.6

(2) 宮城県稲作情報第２号（大豆含む），みやぎ農業振興公社，HP掲載，2017.７

(3) 宮城県稲作情報第３号（大豆含む），みやぎ農業振興公社，HP掲載，2017.8

(4) 宮城県稲作情報第４号(大豆含む)，みやぎ農業振興公社，HP掲載 ，2017.8

(5) 宮城県稲作情報第総括号（麦・大豆含む），みやぎ農業振興公社，HP掲載，2018.3

(6) 平成 30年度稲作指導指針，宮城県農業振興課，2018.3

(7) 水稲新品種「だて正夢」栽培マニュアル（平成 30年版），2018.3,宮城県農産園芸環境課

(8) 水稲新品種「金のいぶき」栽培マニュアル(平成 30 年版),2018.3,宮城県農産園芸環境課

(9) 平成 30年度宮城県農作物病害虫・雑草防除指針，宮城県農産園芸環境課，2018.3

(10) 平成 29年度植物防疫年報，宮城県病害虫防除所，2018.3
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４ 学位等 なし

５ 刊行物・広報・普及資料の発行及び配布（資料名，年月，部数）

(1) 水稲新配付系統参考成績書，2017.12，100部

(2) 平成 29年度水稲関係除草剤試験成績書 2017.10，180部

(3) 宮城県における平成 29年度水稲及び麦類・大豆の作柄解析，2018.3，PDF配布

(4) 宮城県水稲直播鉄コーティング栽培マニュアル，2018.3，1000部

(5) 機械の汎用利用による低コスト３年４作体系，2018.3，1000部

(6) 平成 29年奨励品種決定調査成績書 2018.3，25部

(7) 宮城県古川農業試験場試験研究報告第 13号，2018.3，300部

６ 研修，技術指導，見学者等

１）主催研修等

作物育種部関連

（1）平成29年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業「耐冷性やいもち病抵抗性を

強化した東北オリジナル業務・加工用多収品種の開発」東北オリジナル品種開発コンソ

ーシアム総会，2017.7.4，9名

（2）東北地域水稲育成系統立毛巡回調査（宮城・福島班），2017.8.30-8.31，宮城古川農試，

福島農総セ(会津)，6名

（3）平成29年度東北地域水稲品種系統立毛検討会，2017.8.31-9.1，宮城古川農試，41名

（4）平成29年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業研究推進会議「耐冷性やいも

ち病抵抗性を強化した東北オリジナル業務・加工用多収品種の開発」，2018.1.22，仙台

市，37名

水田利用部関連

(1) 平成 29年度べんがらモリブデンコーティング水稲直播栽培播種実演会，菅野博英，2017.

5.15，古川農試場内試験ほ場，150名

(2) 小麦新品種「東北 229号」研修会，東北 229号の生育状況について，2017.6.16，古川農

試大会議室および場内ほ場，100名

(3) 平成 29年度べんがらモリブデンコーティング水稲直播技術研修会,菅野博英,「べんモリ

種子を用いた水稲直播栽培方法と宮城県内の状況」，2017.7.27,古川農試大会議室,193名

(4) 平成 29年度べんがらモリブデンコーティング水稲直播栽培現地検討会，菅野博英，2017.

7.28，大和町，東松島市，美里町，51名

(5) 平成 29年度べんがらモリブデンコーティング水稲直播栽培成績検討会，菅野博英，2018.

2.21，古川農試大会議室，59名

(6) 平成 29年度新技術移転研修会，2018.2.23，自治会館，50名

星信幸，神名川真三郎，佐々木次郎，「先端技術展開事業成果報告」

菅野博英，「水稲直播栽培べんモリ種子の送風加温処理による長期保存方法」

(7) 平成 29年度宮城県麦・大豆研修会，2018.3.6，古川農試大会議室，150名
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金原昭三，平成 30年産麦類の生育状況と今後の管理について

滝澤浩幸，大豆用高速畝立て播種機について

(8) 平成 29年度古川農業試験場成果報告会，2018.3.7，200 名

大川茂範,「だて正夢」の栽培法

猪野亮，「金のいぶき」の栽培法

星信幸，吉田修一，猪野亮，神名川真三郎,佐々木次郎，｢先端技術展開事業成果報告｣

菅野博英，「水稲べんモリ直播栽培技術～長期保存方法～」

阿部脩平，高糖分高消化性 WCS（稲発酵粗飼料）専用品種「たちあやか」～特性と

栽培法について～

作物保護部関連

(1) 平成 29 年度古川農業試験場成果報告会，小野亨，アカスジカスミカメの多発条件下に

おける殺虫剤による茎葉散布剤の防除効果，宮城県古川農業試験場成果報告会，2018.3.7，

古川農試大会議室，150名

２）講演・技術指導等

講演・講習会（氏名，演題等，会議名，年月日，場所，対象人数） ※場内視察研修を除く

場長関連

(1) 永野邦明，「金のいぶき」ともち麦｢ホワイトファイバー｣について，第 17回医食農連携

プラットフォーム研究会，2017.6.18,大崎市鳴子温泉旅館大沼母里乃館,研究会員他 30名

(2) 永野邦明，「お米の品種開発最前線（「ササニシキ」や「ひとめぼれ」から最新の品種

まで）」，吉野作造記念館・市民講座，2017.7.9，大崎市古川吉野作造記念館，市民講座

受講生他 26名

(3) 永野邦明，「これからのみやぎの米づくりを支える品種」，仙南地域認定農業者ネット

ワーク総会，2017.8.17，県大河原合庁会議室，大河原農業改良普及センター職員他，各市

町担当 20名

(4) 永野邦明，「お米ってすごい！」，平成 29 年度大崎市図書館子ども講座，2017.10.7，大

崎市図書館，受講者 20組 28名，大崎市図書館職員他

(5) 永野邦明，第 3 回丸森町お米食味コンクール審査委員長，2017.11.26，丸森町舘矢間ま

ちづくりセンター，出品農家，関係機関他 30名

(6) 永野邦明，「種子法廃止と今後の水稲育種について」，第 33 回東北農民運動交流集会 in

宮城，2017.11.26，松島センチュリーホテル，東北 6県農民連関係者他 200名

(7) 永野邦明，「ささ結」のブランド化について，JA 古川ブランド米研究会設立総会，

2018.1.25，大崎市古川 JA古川本店会議室，JA古川職員，研究会員 30名

(8) 永野邦明，「東北 194 号・ささ結」の特性と栽培法について，大崎の米「ささ結」ブラ

ンドコンソーシアム研修会，2018.1.31，古川農業試験場大会議室，関係機関，農家 30 名

(9) 永野邦明，特別講演｢ヒットする米の条件～育種からブランド化まで～｣，平成 29 年度

宮城県農村教育青年会議，2018.2.4,仙台市青葉区エスポールみやぎ,4HC 員,関係機関 50 名

(10) 永野邦明，パネルディスカッション「農政改革を農業・食産業にどう活用するか」，宮

城大学食産業フォーラム「みやぎの農業と食品産業の絆シンポジウム 2018」，2018.3.6，

仙台市青葉区アークホテル仙台青葉通，宮城県食品産業協議会会員他
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(11) 永野邦明，パネルディスカッション「金のいぶき」の活用と「こめ油」について，第

６回「こめ油フォーラム in 天童」，2018.3.15，山形県天童温泉滝の湯ホテル，山形県，天

童市，JAてんどう，生活協同組合職員他約 200名

作物育種部関連

(1) 佐野幸一，遠藤貴司，村上和香，食味官能試験，2017宮城米キャンペーンキャラクタ

ー研修会，2017.7.10，古川農試，3名

(2) 遠藤貴司，古川農業試験場における水稲新品種の開発について，東北大学農学部3年生

視察見学，2017.9.25，古川農試，43名

(3) 遠藤貴司，「だて正夢」について，角田市水稲生産組織連絡協議会，2017.11.6，古川

農試，8名

(4) 佐藤浩子，水稲の新品種の育成，みやぎ出前講座，2017.11.22，石巻北高等学校，2 年

生 35名

(5) 遠藤貴司，古川農業試験場における水稲新品種の開発について，農業大学校「生物工

学」移動学習，2017.12.7，古川農試，31名

(6) 佐野幸一，水稲の新品種の育成，みやぎ出前講座，2018.3.25，西古川地区公民館,30 名

水田利用部関連

(1) 猪野亮，「飼料用米（専用品種）の栽培管理について」，飼料用米（専用品種）栽培講

習会，2017.4.24，ＪＡ加美よつば営農センター，35名

(2) 金野勇悟，大豆栽培における雑草対策について，平成 29年度大豆栽培講習会，2017.5.31，

ＪＡみやぎ登米豊里営農経済センター，50名

(3) 阿部脩平，大麦新奨励品種「ホワイトファイバー」の特徴について，大麦新奨励品種「ホ

ワイトファイバー」研修会，2017.6.2，石巻農業情報センター，61名

(4) 阿部脩平，宮城県における小麦新奨励品種「夏黄金」の栽培成績について，小麦新品種

「東北 229号」研修会，2017.6.16，古川農業試験場，約 100名

(5）星信幸，「食味向上のための肥培管理について」，特 A奪還キャラバン研究会，2017.6.23，

栗原市高清水コミュニティーセンター，60名

(6) 星信幸，「食味向上のための肥培管理について」，特 A奪還キャラバン研究会，2017.6.29，

登米市中田農村環境改善センター，60名

(7) 島津裕雄，平成 29年産水稲の生育経過について，良質米づくり研修会（宮城県米づく

り推進本部），2017.7.7，まほろばホール，130名

(8) 大川茂範，水稲品種「だて正夢」の生育状況と今後の栽培管理について，水稲新品種「だ

て正夢」栽培技術研修会（宮城県米づくり推進本部），2017.7.7，まほろばホール，130 名

(9) 星信幸，「食味向上のための肥培管理について」，特 A奪還キャラバン研究会，2017.7.12，

気仙沼市本吉公民館，40名

(10) 菅野博英，「べんがらモリブデンコーティング直播栽培について」，水稲湛水直播栽培

研修会（小泉商事(株)主催），2017.7.12，大崎市三本木「ふれあいホール」，100名

(11) 大川茂範，水稲品種「だて正夢」の栽培管理について，良質米づくり研修会～食味レ

ベルアップ講座～（宮城県米づくり推進本部），2017.8.7，古川農業試験場，36名

(12) 滝澤浩幸，小麦新品種「夏黄金」について，平成 29年産麦類実績検討会，2017.8.21，JA

みどりの南郷営農センター，35名
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(13) 猪野亮，水稲・畑作物の新技術，平成 29年度ＪＡ営農指導員資格認証制度指定研修Ⅲ

「栽培及び飼養技術に関する研修」，2017.8.22，ＪＡ学園宮城，28名

(14) 菅野博英，「宮城県における水稲直播栽培の実施状況」，平成 29年東北農業試験研究推

進会議作物生産推進部会直播研究会，2017.8.25-26，名取市耕谷・名取市美田園，仙台市

「ハーネル仙台」，86名

(15) 阿部脩平，小麦新奨励品種「夏黄金」大麦新奨励品種「ホワイトファイバー」につい

て，「麦栽培講習会」，2017.9.4，石巻農業情報センター，36名

(16) 金野勇悟，平成 29年度大豆の生育状況等について，平成 29年度畑作物（大豆）損害

評価研修会，2017.10.4，農業共済ビル，20名

(17) 菅野博英，「宮城県の水稲の状況」，水稲鉄コーティング直播栽培平成 29年度成果検討

会（(株)五十嵐商会主催），2017.11.24，仙台市「（株）五十嵐商会本店」，150名

(18) 吉田修一，「水田の雑草，病害虫の防除について」，ＪＡ名取岩沼担い手支援研修会，

2017.12.4，ＪＡ名取岩沼本店，60名

(19) 平成 29年度主要農作物種子生産技術向上研修会（公益財団法人みやぎ農業振興公社），

2017.12.15，JAビル宮城，300名

大川茂範，水稲品種「だて正夢」の栽培管理について

猪野亮，水稲品種「金のいぶき」の栽培管理について

阿部脩平，宮城県新奨励品種の特徴と栽培方法の留意点について大麦「ホワイトファ

イバー」小麦「夏黄金」

(20) 菅野博英，「宮城県における直播栽培の取組状況について」，平成 29年度直播栽培実績

検討会（JA秋田ふるさと主催），2018.1.25-26，秋田県横手市「ゆうゆうプラザ」，35名

(21) 菅野博英，「水稲直播栽培における種子処理用薬剤べんモリにおける使用上の注意点に

ついて」，平成 29年東北農業試験研究推進会議作物生産推進部会直播研究会，2018.1.30，

岩手県盛岡市「アイーナ」，85名

(22) 菅野博英，「湛水直播における栽培のポイント」，平成 29年度水稲直播技術研修会（JA

あさひな主催），2018.2.2，大和町「JAあさひな」，35名

(23) 大川茂範，水稲品種「だて正夢」の品種特性と栽培管理・水稲品種「金のいぶき」の

品種特性と栽培管理，平成 29 年度「だて正夢」「金のいぶき」栽培講習会（JA みやぎ登

米），2018.2.15，JAみやぎ登米本店，70名

(24) 菅野博英，「宮城県における直播栽培の取組状況について」，平成 30年度全国農薬協同

組合東北地区会議記念講演，2018.2.15，岩手県盛岡市「メトロポリタン盛岡ニューウイン

グ」，100名

(25) 金野勇悟，雑草防除，平成 29年度宮城県農薬管理指導士養成研修会，2018.2.15，行政

庁舎，50名

(26) 大川茂範，水稲の問題雑草と防除のポイント，平成 29年度地域営農推進研修会（亘理

農業改良普及センター），2017.2.16，ハナトピア岩沼研修室，50名

(27) 菅野博英，「宮城県における直播栽培の取組状況について」，平成 29年度水稲湛水直播

栽培研修会（小泉商事(株)主催），2018.2.19，大和町「まほろばホール」，250名

(28) 菅野博英，「宮城県における直播栽培の取組状況について」，楽農研究会（(株)五十嵐

商会主催），2018.2.23，仙台市「(株)五十嵐商会本店」，250名
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(29) 大川茂範・猪野亮，「だて正夢」「金のいぶき」の栽培管理について，水稲新品種「だ

て正夢」「金のいぶき」栽培塾(宮城県米づくり推進本部),2018.3.15,まほろばホール,400 名

土壌肥料部関連

(1) 佐々木次郎，みやぎ米の品質・食味向上に向けた施肥と施肥基準について，宮城県 JA

施肥・防除連絡協議会，2017.5.26，30名

(2) 佐々木次郎，食味向上のための基本技術について，第１回宮城米“食味レベルアップ

”技術研修会，2017.5.30，古川農試，特Ａ奪還キャラバン（現地研修会），100名

(3) 佐々木次郎，食味向上のための基本技術について，特Ａ奪還キャラバン（現地研修会），

2017.6.22，JAあさひな，40名

(4) 佐々木次郎，食味向上のための基本技術について，特Ａ奪還キャラバン（現地研修会），

2017.7.4，JA仙南，40名

(5) 佐々木次郎，食味向上のための基本技術について，特Ａ奪還キャラバン（現地研修会），

2017.7.13，農園研，40名

(6) 佐々木次郎・小泉慶雄・道合知英，水田土壌断面調査研修，土壌調査研修会，2017.11.14

涌谷町土地改良区，34名

(7) 阿部倫則，JA 栗っこ”ぽっちゃり栗原米”作付推進大会，2017.11.24,エポカ 21,200 名

(8) 佐々木次郎，ＪＡいわて中央水稲生産部会盛岡支部全体研修会，2017.11.30，盛岡地域

営農センター，50名

(9) 今野智寛，宮城県における大豆の多収阻害要因について，宮城県麦・大豆研修会，

2018.3.6，宮城県古川農業試験場，180名

作物保護部関連

(1) 横堀亜弥，今後の病害虫防除対策について，平成 29年産良質米づくり研修会～稲作講

座～，2017.7.7，大和町まほろばホール，130名

(2) 大江高穂，宮城県における斑点米カメムシ類の全県調査結果について，植物防疫に係

る研修会，2017.11.28，ハーネル仙台（仙台市），50名

(3) 宮野法近，宮城県におけるイネばか苗病発生の現状と防除対策，平成 29 年度主要農作

物種子生産技術向上研修，2017.12.15，全農みやぎ（仙台市），200名

(4) 宮野法近，宮城県におけるイネばか苗病発生の現状と防除対策，平成 29 年度登米農協

管内種子生産組合研修会，2018.2.26，ホテルニューグランビア（登米市），100名

現地検討及び指導会（助言指導）（指導内容等，会議名，年月日，場所，対象人数，対応者名）

場長関連

(1) ビール麦現地栽培指導，2017.4.13，2017.6.2，加美町，東松島市野蒜，加美町振興公社，

HOPE，アグリードなるせ，担当農家，永野邦明

(2) 「東北 194号・ささ結」の特性と栽培法について，「ささ結」栽培現地検討会，2017.7.12，

大崎市古川カントリー，農家ほ場（大崎市富永），関係機関，「ささ結」生産者約 30 名，

永野邦明

(3) 東北福祉大実習田「金のいぶき」栽培指導，2017.8.17，七ケ宿町横川・東北福祉大実習

田，農事組合法人千年塾職員 4名，担当農家，永野邦明
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(4) JA 山口宇部管内「金のいぶき」栽培指導，2017.8.21 ～ 8.22，山口県宇部市・山陽小野

田市，JA山口宇部職員，山口農林事務所職員，金のいぶき生産農家５名，永野邦明

(5) 「金のいぶき」種子生産指導，2017.9.5，秋田県大仙市仙北町高梨「金のいぶき」採種

ほ，JA秋田おばこ職員，採種担当農家６名，永野邦明

作物育種部関連

(1) 食味官能試験体験，第1回宮城米"食味レベルアップ"技術研修会，2017.5.30,古川農業

試験場，大会議室，130名，遠藤貴司他

水田利用部関連

(1) べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2017.4.12，古川農試（資料室・場内ほ場），2

名（県内：加美町農家），菅野博英

(2) べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2017.6.13，古川農試（資料室・場内ほ場），2

名（県内：栗原市農家），菅野博英

(3) 鉄コーティング＆べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2017.6.27，古川農試（資

料室・場内ほ場），2名（県外：農機メーカー等），菅野博英

(4) べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2017.7.13，古川農試（視聴覚室・場内ほ場），

15名（県外：秋田県農家等），菅野博英

(5) 鉄コーティング＆べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2017.7.24，古川農試（視

聴覚室・場内ほ場），20名（県外：山形県農家等），菅野博英

(6) べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2017.7.25，古川農試（資料室・場内ほ場），1

名（県外：秋田県農家），菅野博英

(7) 「平成 29年産水稲の作柄と刈取時期について」，平成 29年度水稲損害評価研修会，2017.

8.29，古川農業試験場，１回目(AM)102名，２回目(PM)114名，島津裕雄

(8) 鉄コーティング＆べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2017.8.30，古川農試（視

聴覚室・場内ほ場），10名（県外：山形県農家等），菅野博英

(9) 鉄コーティング＆べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2017.9.5，古川農試（視

聴覚室・場内ほ場），15名（県外：JAあさひな），菅野博英

(10) べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2017.9.5，古川農試（視聴覚室・場内ほ場），

10名（県外：秋田県農家等），菅野博英

(11) べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2017.9.20，古川農試（視聴覚室・場内ほ

場），10名（県外：山形県農家等），菅野博英

(12) 鉄コーティング＆べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2017.10.18，古川農試（視

聴覚室・場内ほ場），7名（JICA），菅野博英

(13) べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2017.11.16，古川農試（視聴覚室・場内ほ

場），5名（県外：青森県農家等），菅野博英

(14) 鉄コーティング＆べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2018.2.2，古川農試（視

聴覚室・場内ほ場），10名（岩手県農家等），菅野博英

(15) べんがらモリブデンコーティング直播栽培，2018.2.7，古川農試（資料室・場内ほ場），2

名（県内：大崎市農家），菅野博英

(16)「麦類の追肥適期について」，JAいしのまき河北営農センター麦現地検討会，2018.3.19，

石巻市，15名，滝澤浩幸・阿部脩平
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土壌肥料部関連

(1) 東日本大震災の津波被災水田の除塩について，JICA中国/持続的農業技術研究開発研修，

2017.9.8，古川農試・石巻市大曲地区，10名，阿部倫則・道合知英・佐々木次郎

作物保護部関連

(1) 斑点米カメムシ類の発生生態と防除対策，視察対応（南方水稲部会），2017.7.4，古川

農試，8名，小野亨

(2) 斑点米カメムシ類の生態とその防除，視察対応（ダウ・ケミカル），2017.7.26，古川農

試，40名，小野亨

(3) ダイズの主要害虫に対する防除対策，視察対応（住友化学），2017.8.8，古川 農試，24

名，小野亨

３）見学者，来訪者

総見学者数は1,210人で，その内訳は以下のとおりであった。

種 別 県 内 県 外 海 外 合 計

件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数

農業関係者 17 250 26 315 2 17 45 582

大学・高校 9 106 1 1 1 1 11 108

小・中学校 15 378 0 0 0 0 15 378

そ の 他 12 124 1 1 1 17 14 142

合 計 53 858 28 317 4 35 85 1,210

４）イベント・ホームページ等による情報提供・公開

(1) 概要（要覧），視察・参観案内，稲作・大豆作・麦作情報，育成品種一覧等をホームペ

ージ上で公開した。 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/hk-nousi/

(2) 研究トピックス，2017.11.1，ドローンを活用した水稲のモニタリング（土壌肥料部）

(3) 研究ＰＲパンフレット，2017.8.8，クモヘリカメムシの推定生息域（作物保護部）

(4) 研究ＰＲパンフレット，2018.1.15，尿素水口流入施肥を活用した「環境保全米栽培」の

施肥体系（土壌肥料部）

(5) サイエンスデイ 2017，2017.7.16，東北大学川内北キャンパス，30名，永野邦明・佐野

幸一・中込佑介・國嶋広逹・道合知英・櫻田史彦

(6)第 12 回アグリフード EXPO 東京 2017，＜「ささ結」コンソーシアム／「東北 194 号・

ささ結」の米と酒の PR＞，2017.8.23-24，東京ビッグサイト， 永野邦明

(7) 古川農業試験場参観デー，2017.9.2，古川農業試験場

(8) アグリビジネス創出フェア，2017.10.5-10.6，東京ビッグサイト東８ホール，永野邦明

・齋藤富士男・佐藤浩子・石森裕貴・村上和佳・滝澤浩幸・大川茂範･阿部脩平･國嶋広逹

(9) みやぎまるごとフェア，2017.10.14-15，県庁１階

(10) 健康博覧会 FOOD PRODUCE JAPAN 2018，「金のいぶき」の PR，2018.2.1～ 2.2，東

京ビックサイト，永野邦明，後藤智津子

(11) アグリフード EXPO大阪 2018，＜「ささ結」コンソーシアム／「東北 194号・ささ結」
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の米と酒の PR ＞，2018.2.20 ～ 2.22，ATC アジア太平洋トレードセンタ－（大阪市住之

江区），永野邦明
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Ⅳ 研 修

１ 公務研修所研修 （区分，氏名，期間）

1）課長級研修

土壌肥料部長 佐々木 次郎 平成29年8月 8日～ 9日

2）課長補佐(総括)級研修

水田利用部総括研究員 吉田 修一 平成29年5月22日～24日

3）班長研修

主任研究員 小泉 慶雄 平成29年 5月30日～31日

主任研究員 小野 亨 平成29年 6月 6日～ 7日

主任研究員 森谷 和幸 平成29年 6月 8日～ 9日

4）新任職員フォローアップ研修

技 師 横堀 亜弥 平成29年 6月29日～30日

5) 選択制研修

技 師 佐藤 浩子 平成29年 7月27日～28日（官民協働ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）

技 師 宮本 武彰 平成29年 7月27日～28日（官民協働ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）

技 師 石川 亜矢子 平成29年 8月29日～30日（情報収集分析・活用）

技 師 道合 知英 平成29年 9月14日～15日（情報発信力向上）

研究員 阿部 倫則 平成29年11月21日～22日（コーチング）

技 師 小山 かがみ 平成29年12月 5日～ 6日（タイムマネジメント）

技 師 石森 裕貴 平成30年 3月 1日～ 2日（タイムマネジメント）

6）新任職員研修 該当者無し

7) 東北自治研修所主催「第 50回研究会『講話』」

副参事兼次長（総括担当） 石川 拓 平成 29年 8月 9日

8) 東北自治総合研修センター創立20周年記念「３機関合同特別講演」

場長 永野 邦明 副参事兼次長（総括担当）石川 拓 平成29年11月15日 県庁講堂

9) 政策課題講演会

場 長 永野 邦明 平成30年 1月 9日 県庁講堂

２ 依頼研究員研修

○ オオタバコガの生態と防除に関する研究 技師 横堀 亜弥

平成29年 9月26日～12月22日

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業研究センター（つくば市）

○ 業務用米の評価手法の検討 技師 中込 佑介

平成29年11月 6日～12月26日

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門（つくば市）

○ 遺伝解析技術の習得 技師 中込 佑介

平成30年 2月 5日～ 3月 2日

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構次世代作物開発研究センター（つくば市）
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３ その他の研修

○ eラーニング研修（民間） 副場長 齋藤 富士男

○ 地方出納員研修会 県庁講堂

副参事兼次長（総括担当） 石川 拓 平成29年 4月20日

○ 甲種防火管理（新規）講習 副参事兼次長（総括担当） 石川 拓

平成29年5月23日～24日 フォレスト仙台

○ 安全運転管理者等法定講習会 大崎市三本木公民館

次長（班長） 佐々木 繁紀 平成29年 5月30日

○ 農林水産関係研究リーダー研修 土壌肥料部長 佐々木 次郎

平成29年 6月 7～ 8日 農林水産省

○ 会計職員研修 大崎合庁

主幹 鎌田 誠喜，主幹 後藤 敏恵 平成29年 6月27日

○ 農林水産関係若手研究者研修 技師 中込 佑介，技師 今野 智寬

平成 29年 6月 28日～ 30日 農林水産技術会議事務局筑波事務所(つくば市)

○ 人事評価に係る評価者研修 自治会館

土壌肥料部長 佐々木 次郎 平成29年 7月10日

○ 地方公会計導入に伴う複式簿記等基礎研修 県庁講堂

次長（班長） 佐々木 繁紀 平成29年 7月11日～14日

○ 宮城県ラインケア専門研修 副参事兼次長（総括担当） 石川 拓

平成 29年 7月 28日 県庁 みやぎ広報室

○ 経済商工観光部・農林水産部管理監督職員研修 副参事兼次長（総括担当） 石川 拓

平成29年 8月23日 県庁講堂

○ イクボスの普及に向けた管理職研修 副参事兼次長（総括担当） 石川 拓

平成 29年 8月 25日 県庁 みやぎ広報室

○ 都道府県農業関係研究員等専門研修「雑草生態及び除草剤試験に関する研修」

主任研究員 菅野 博英 技師 金野 勇悟 平成29年8月28日～29日

中央農業総合研究センター（つくば市）

○ 心の健康づくりセミナー 技師 村上 和佳

平成29年8月29日 大崎合同庁舎

○ 危険物取扱者保安講習会 平成29年9月5日 大崎合同庁舎

総括研究員 吉田 修一 技師 平地 邦徳 技師 針生 義一

○ 管理者のための情報化推進研修 土壌肥料部長 佐々木 次郎

平成29年10月 6日 県庁 みやぎ広報室

○ 情報セキュリティ研修 主幹 鎌田 誠喜

平成29年10月10日 大崎合同庁舎

○ 廃棄物分析研修 技師 宮本 武彰

平成 29年 10月 16日～ 27日 環境省環境調査研究所(所沢市)

○ 管理監督者のメンタルヘルス対策実践講座 副参事兼次長（総括担当） 石川 拓

平成 29年 11月 22日 自治会館
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○ 普及指導員等総合資質向上研修 漁信基ビル 平成29年11月20日

技師 大江 高穂，技師 阿部 脩平

○ 風通しの良い職場づくり研修 総括研究員 吉田 修一

平成29年12月 5日 大崎合同庁舎

○ 農林水産関係中堅研究者研修 研究員 阿部 倫則

平成 29年 12月 20日～ 22日 農林水産技術会議事務局筑波事務所(つくば市)

○ エクセル研修 主幹 後藤 敏恵

平成 30年 1月 11日～ 12日 県庁 情報システム研修室

○ 衛生管理者免許公開講座 副参事兼次長（総括担当） 石川 拓

平成 30年 1月 18日～ 19日 仙台青葉カルチャーセンター

○ 風通しの良い職場づくり研修 土壌肥料部長 佐々木 次郎

平成30年1月19日 栗原合同庁舎

○ 関東農政局病害虫防除所職員等技術研修 技師 櫻田 史彦

平成 30年 2月 19日～ 20日 植物防疫所研修センター(横浜市)

○ ハラスメント防止等講習会 副参事兼次長（総括担当） 石川 拓

平成 30年 2月 2日 自治会館

○ 農作業安全推進研修 技師 佐々木 宏明 技師 佐藤 和年

平成 30年 2月 26日～ 27日 農林水産研修所つくば館水戸ほ場

４ 研修等受け入れ

○ 専門項目基礎研修 （普及指導員１名）

平成 29年 6月 12日～ 15日，7月 3日～ 7日，7月 24日～ 28日，9月 4日～ 8日

11月 13日～ 17日

○ インターンシップ

東北大学2名 平成29年8月21日～25日

○ 中学生職場体験学習

・古川西中学校3名 平成29年10月5日

・古川南中学校3名 平成29年10月25日～26日

・古川黎明中学校3名 平成29年11月 8日～ 9日
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Ⅴ 職員表彰等

１ 場長表彰（受賞者，事績） 平成29年12月28日

○ 食味・加工適性評価支援チーム

（新山裕子，村上和佳）

「水稲・麦類・大豆新品種の適切な食味・加工適性評価支援と新品種のＰＲ活動」

○ 麦類新品種評価栽培チーム

（滝澤浩幸，國嶋広達，阿部脩平，金原昭三，金野勇悟，高橋智恵子，内海翔太,安藤慎一朗）

「加工適性の高い新品種糯大麦「ホワイトファイバー」，パン・中華麺用小麦「夏黄金」の選定

と麦類生産意欲の向上」

○ 水稲流入施肥法開発チーム

（阿部倫則,今野智寬,佐藤一良,鈴木剛,本田修三）

「尿素を用いた流入施肥法の開発」

○ 斑点米カメムシ類全県調査チーム

（大江高穂,加進丈二,横堀亜弥,相花絵里,鈴木秀人,高城拓未，鷲尾英樹）

「斑点米カメムシ類発生の生息実態調査」

２ 農林水産部長表彰 平成29年12月22日

該当無し

３ 農産園芸環境課長表彰

○ ひとめぼれ「特Ａ」奪還チーム

（星信幸，猪野亮，島津裕雄，大川茂範，佐々木次郎，阿部倫則，小山かがみ）

４ その他の表彰等

なし
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Ⅵ 予算・財産等
１ 予 算

1) 歳入 （千円）

項 目 平成28年度 平成29年度 前年比較 備 考

使用料及び手数料 28 27 △1
財産収入 9,278 9,003 △275
諸収入（受託事業収入） 52,327 55,784 3,457
雑 入 81 37 △ 44

（一般財源） (117,386) (106,223) (△11,163) ※端数調整

合 計 179,100 171,074 △8,026

2)歳出 （千円）

項 目 平成28年度 平成29年度 前年比較 備 考

02総務費 4,082 40 △4,042

01総務費 37 40 3

01一般管理費 5 1 △4

02人事管理費 32 39 7

02企画費 4,045 0 △4,045

03地域振興費 4,045 0 △4,045

06農林水産業費 175,018 171,034 △3,984

01農業費 168,868 164,734 △4,134

01農業総務費 93 0 △93

02総合農政企画指導費 14,741 15,360 619

07食糧需給総合対策費 1,591 0 △1,591

09宮城米対策費 512 2.751 2,239

10農作物対策費 4,580 4,407 △173

12農業改良普及費 1,594 1,513 △81

13農業後継者育成費 6,428 6,492 64

14農業試験研究費 139,329 134,211 △5,118

02畜産業費 3,098 3,153 55

02畜産振興費 615 655 40

04畜産研究費 2,483 2,498 15

03農地費 2,958 3,050 92

05土地改良費 2,958 3,050 92

05水産業費 94 97 3

04水産業振興費 94 97 3

179,100 171,074 △8,026
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２ 土地・施設

（１）土地面積 ５００，０００㎡

項 目 細 目 面 積 (㎡）

施設用地 本館施設用地 25,283

外部施設用地 50,556

小 計 75,839

農業大学校施設用地 10,586

合 計 86,425

試験・学習圃場用地 試験圃場 水田 170,169

畑 17,834

農業大学校学習圃場 水田 48,124

合 計 236,127

その他の用地 用水貯水池，公園，駐車場他 177,448

（２）主要建物・施設（延床面積）

名 称 棟数 面積(㎡) 名 称 棟数 面積(㎡)

本館(管理・研究実験棟) １ 6,047.22 第１網室（育種用） １ 420.00

休憩所 １ 514.30 第２網室（栽培用） １ 307.44

人工気象制御室 ５ 6.66 資材格納庫 １ 518.40

世代促進温室 １ 農薬保管庫 １ 129.60

交配母本育成ガラス温室 １ 肥料保管庫 １

交配室 １ 583.98 機械格納庫 １ 490.32

世代促進制御室 １ 小農機具格納庫 １ 258.50

接種温室 １ 脱穀・作業舎（育種用） １ 375.00

第１調査室（育種用） １ 128.82 脱穀舎（栽培用） １ 522.00

第３調査室（栽培用） １ 431.13 ライスセンター １ 186.30

作物乾燥調整室 １ 86.25 杭置き場 ２ 192.00

育苗舎 １ 297.50 堆肥舎 １ 390.00

育苗ハウス ６ 777.60 気象観測舎 １ 59.29

低温種子貯蔵庫 １ 51.86 有機溶媒保存庫・ﾎﾞﾝﾍﾞ庫 １ 123.40

種子貯蔵庫 １ ポンプ小屋 １

玄米等試料保存庫 １ 166.98 公用車庫 ３ 400.61

稲試料保管庫 １ レストハウス １ 251.04

揚水機場 １ 72.48
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３ 種苗法による品種登録

品 種 名 （農林番号） 登録年月日 登録番号

サ ト ホ ナ ミ （水稲農林262号） 昭和57年 2月 3日 第 １９５号

コ ガ ネ ヒ カ リ （水稲農林266号） 昭和58年 2月24日 第 ３２９号

み や か お り 昭和59年 9月 5日 第 ５８８号

ハ ヤ ユ タ カ （水稲農林284号） 昭和63年12月13日 第１８００号

チ ヨ ホ ナ ミ （水稲農林285号） 昭和63年12月13日 第１８０１号

は ぎ の か お り （水稲農林314号） 平成 4年 2月29日 第３０４４号

ひ と め ぼ れ （水稲農林313号） 平成 4年 2月29日 第３０４５号

こ こ ろ ま ち （水稲農林321号） 平成 7年 3月27日 第４４７２号

ササニシキＢＬ１号 （水稲農林同質327号-1号) 平成 7年11月 8日 第４７６９号

ササニシキＢＬ２号 （水稲農林同質327号-2号) 平成 7年11月 8日 第４７７０号

ササニシキＢＬ３号 （水稲農林同質327号-3号) 平成 7年11月 8日 第４７７１号

ササニシキＢＬ４号 （水稲農林同質327号-4号) 平成 7年11月 8日 第４７７２号

ササニシキＢＬ５号 （水稲農林同質327号-5号) 平成10年 3月13日 第６２０３号

ササニシキＢＬ６号 （水稲農林同質327号-6号) 平成11年 3月17日 第７０７９号

ササニシキＢＬ７号 （水稲農林同質327号-7号) 平成11年 3月17日 第７０８０号

ササニシキＢＬ８号 平成11年 3月17日 第７０７８号

ゆ め む す び （水稲農林344号） 平成12年 3月29日 第７８１４号

ま な む す め （水稲農林350号） 平成12年12月22日 第８５４２号

蔵 の 華 （水稲農林351号） 平成12年12月22日 第８５４３号

は た じ る し （水稲農林352号） 平成13年 3月18日 第８８３２号

こ い む す び （水稲農林360号） 平成14年 7月10日 第１０３６４号

た き た て （水稲農林373号） 平成16年 6月 4日 第１２０５５号

オ ラ ガ モ チ （水稲農林糯386号） 平成17年 3月23日 第１２９６１号

も ち む す め （水稲農林糯393号） 平成18年 3月 9日 第１３８７３号

や ま の し ず く （水稲農林428号） 平成22年 3月18日 第１９５０１号

ゆ き む す び （水稲農林429号） 平成22年 3月18日 第１９５０２号

げ ん き ま る （水稲農林439号） 平成24年 8月22日 第２１８８２号

東 北 １９４号 平成26年 3月10日 第２３２０１号

さ ち 未 来 平成26年 3月10日 第２３２０２号

金 の い ぶ き 平成27年 7月 8日 第２４３７８号

こ も ち ま る 平成28年 9月13日 第２５３９０号

東 北 ２１１号 平成28年 9月13日 第２５３９１号

だ て 正 夢 品種登録申請中 平成29年 1月出願

４ 図書資料収集

図 書 資 料 の 種 類 種 冊 図書資料の種類 種 冊

農業試験場及び大学等研究報告 529 562 単 行 本 37 37

学 会 誌 31 146 管理移管図書 203 203

和 雑 誌 13 131 寄贈図書 211 222

洋 雑 誌 0 0 そ の 他 110 319
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５ 重要物品等の整備 （１点２００万円以上）

機 械 器 具 名 型 式 数量 価格（円） 備 考

高湿度恒温グロースキャ コイト電工(株)製 １ 8,294,400円 農業振興課から管

ビネット TH-16DCA 理換

粗繊維抽出装置 ﾌｫｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)製 １ 4,082,400円 農業振興課から管

ﾌｧｲﾊﾞｰﾃｯｸ 8000 ｼｽﾃﾑ 理換

耐冷性検定圃場シーケン 三菱電機(株)製 １ 5,616,000円 農業振興課から管

サー MELSEC-Q 理換

葯培養庫 (株)橋本製作所製 １ 5,616,000円 農業振興課から管

545THC-1S 理換

恒温接種装置 (株)橋本製作所製 １ 6,156,000円 農業振興課から管

185-GL-3S 理換

トラクター (株)ｸﾎﾞﾀ製(ハロー含む) １ 2,181,600円 農業振興課から管

FT240QBMAJQF6SC 理換

HS2230-BK(A)

分光光度計 (株)島津製作所製 １ 2,316,276円 農業振興課から管

UV-1850 理換

原子吸光分析装置 ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ(株) １ 12,312,000円 農業振興課から管

iCE3500Z 理換

Ｇｅ半導体検出器用電気 ORTEC 社製 X-COOLER １ 5,886,000円 農産園芸環境課か

冷却装置 Ⅲ CFG-X-COOL-Ⅲ-115 ら管理換

計 ９ 52,460,676円
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Ⅶ 立地及び組織

１ 古川農業試験場の立地
経 緯 東経140度55分 北緯38度35.7分 海抜 28ｍ
気 象 年平均気温 11.3℃， 年降水量 1,171㎜， 年日照時間 1,733Hrs
土壌型 細粒灰色低地土，灰色系 1303佐賀統

２ 機構と職員数
（平成 30年 3月 31日現在）

職 員 数
機 構

行政職 研究職 技能職 計

場 長 1 1
副場長 1 1
次 長 1 1
(総括担当) 総 務 班 4 4

作物育種部 5 5 10
水田利用部 11 7 18
土壌肥料部 10 10
作物保護部 7 7

計 5 35 12 52

３ 職 員
（平成 30 年 3 月 31 日現在）

場 長 永野 技師（農場業務主任) 後藤
副場長 齋藤 技師（農場業務主任） 千葉
次 長（総括） 石川 技師（農場業務） 高橋
総務班 技師（農場業務） 山田
次長（班長） 佐々木 技師（農場業務） 吉田
主 幹 鎌田 技師（農場業務） 針生
主 幹 後藤 技師（試験検査補助主任） 新山
技術主査 佐藤

土壌肥料部
作物育種部 部 長 佐々木
部 長 佐野 上席主任研究員 島
主任研究員 遠藤 主任研究員 森谷
技 師 佐藤 主任研究員 小泉
技 師 石森 研究員 阿部
技 師 中込 技 師 宮本
技師（農場業務主任） 佐々木 技 師 小山
技師（農場業務） 相澤 技 師 道合
技師（農場業務） 佐藤 技 師 石川
技師（農場業務） 平地 技 師 今野
技師（試験検査補助主任） 村上

作物保護部
水田利用部 部 長 神名川
部 長 星 上席主任研究員 辻
総括研究員 吉田 上席主任研究員 宮野
上席主任研究員 猪野 主任研究員 小野
上席主任研究員 滝澤 技 師 大江
主任研究員 島津 技 師 櫻田
主任研究員 金原 技 師 横堀
主任研究員 菅野
副主任研究員 大川
技 師 阿部
技 師 金野
技 師 國嶋
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〈付〉

宮城県農業大学校水田経営部の概要

大学校改革の一環として，平成 20年 7月，学校教育法に基づく専修学校の機能を付加し，平成 21
年４月１日に校名を「宮城県農業大学校」に，学部名を農産学部から「水田経営学部」に変更した。

１）学部目標

水稲を中心とした麦類や大豆等の土地利用型農業や水田等の活用による野菜栽培を取り入れた複

合経営に向けた栽培技術や経営管理に関する専門知識を実践的な学習を通じ習得させ，水田農業の

担い手となる意欲的な人材及び農業の専門知識を活かして社会に貢献できる人材を育成する。

２）学部在校生（平成３０年３月３１日現在）

1 年 （名） ２ 年 （名） 合 計 （名）
学生定数
（名） 男 女 計 男 女 計 男 女 計

３０ ７ ２ ９ １３ １ １４ ２０ ３ ２３

３）職 員

学部長 佐 藤

主任主査 我 妻

技 師 嶋 田

技師（農場業務主任） 高 橋

技師（運転技術兼農場業務） 加 藤

非常勤職員（舎監） 石 森

非常勤職員（舎監） 佐々木


