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農研機構 野菜花き研究部門

研究部門長　坂田 好輝

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発を行う機関です。その
中で野菜花き研究部門は、野菜及び花きの育種・栽培、環境負荷低減、
品質、流通などに関する研究と技術開発を担っています。
では実際にどのような研究を行い、どのような研究成果を送り出し
ているのか、研究部門長の坂田好輝に聞きました。

野菜と花を研究する目的とは？
日本の農業にとって重要な野菜花き
　なぜ野菜花きの研究が必要なのか。それは産出額を
見ても明らかです。日本の農業産出額８兆 7,979 億円

（平成 27 年）のうち、野菜は畜産に次いで第２位の
２兆 3,916 億円を占め、花きも 3,529 億円に達してい
ます。また生産者についても、新しく農業を始めようとす
る人の約 7 割が野菜花きを選んでいます。

いま、農業の現場では…
　野菜花きは、大きく2 つの課題に直面しています。一
つは、機械化が進まず、非常に労働時間が長いこと。も
う一つは、野菜、切り花ともに消費量の約４分の１を輸
入に頼っていることです。私たちの研究を通してこうした
課題を解決し、野菜花き生産を支えていくことが、日本
の農業を元気にすることにつながります。

目指すは、より良いものを安定生産する新技術
　私たちの研究の目的は、「高品質な野菜花きの安定し
た生産」を実現することです。その際、すべての野菜花
きを研究することはできません。なぜなら、日本で流通
している野菜は 100 種類を超え、花きにいたっては数え
切れないほど多いからです。
　そこで研究対象を、消費量や生産額が大きく、私た
ちの生活に重要な品目に絞っています。野菜では、アブ
ラナ科・ネギ属・ナス科・ウリ科野菜、イチゴ、花きでは、
キク、カーネーション、トルコギキョウなどの切り花を扱っ
ています。

カギを握る3つの柱
〈栽　培〉
安定した栽培のための基盤技術や、植物の生理生態に
基づく栽培技術を開発します。

〈品　種〉
今までにない優れた特性を持つ品種や、画期的な品種
を開発します。

〈病害虫防除と高付加価値化〉
環境にやさしく効果的な病害虫防除技術を開発します。
また、品質や機能性といった高付加価値化に取り組み
ます。

特色ある３つの研究拠点
　茨城県つくば市と三重県津市安濃町に研究拠点を置
き、高品質・安定生産という目標に向けてそれぞれ特
色ある研究をしています。
　つくば観音台と安濃では野菜の研究を、つくば藤本で
は花の研究を行っています。

つくば観音台
つくば藤本

安濃

野菜と花 の未来を創る
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野菜花き部門のビジョン
The vision of NIVFS



Abstract

10年後の農業はどうなる？
キーワードは「大規模化」
　ここで、10 年後の野菜花き生産を展望してみましょう。
大きな流れとして、露地栽培・施設栽培ともに大規模
化が進んでいくと予測されます。
　そのとき、高品質で収穫量が多く、作業者の手間が
省け、ロボットや機械作業にも向いているような「大規
模栽培に適した品種」が選ばれることになります。また、
高度に環境を制御できる施設の整備や作業機械の導入
など、労働生産性を上げることも重要なポイントです。さ
らに、病害虫が蔓延した場合の被害も大きくなることか
ら、総合的な病害虫管理も欠かせません。
　将来の大規模施設園芸に向けて、私たちはトマトの新
品種「鈴玉」を開発しました。これは養液栽培用のトマ
トで、品質と収量性を両立させた、おそらく世界で初め
ての品種です。現在も、夏の高温下でも収量の落ちな
い特性を加えようと開発を続けています。

ジャパンブランドで市場を世界へ
　日本の野菜花きの品質は非常に高く、世界に胸を張

れるものです。例えばトマトは、「瑞 し々い上に甘みが濃
くて味も良い」と海外でも人気があります。
　野菜花きは鮮度が命。輸出となればなおさら貯蔵性
や日持ちが重要となります。私たちは切り花の輸出に焦
点を当てた研究もしています。

未来を創る力
　将来の野菜花き生産における明るい光は、最新技術
を柔軟に取り入れることができる若い新規就農者が増え
ていることです。もう一つ、研究者たちが現場に入り込み、
ニーズをすくい上げたり技術支援をしたりする機会が増
えています。生産者と研究者の交流が増え、ニーズとシー
ズをつなぎやすい環境になってきました。
　野菜花き研究部門の研究者たちは、「日本の農業の
ために何ができるか」を真摯に考え、魅力的な産業に
しようと日々取り組んでいます。研究対象は、身近な野
菜や切り花。実は知らず知らずのうちに、すでに皆さん
の生活に数々の研究成果が入り込んでいます。これから
も、野菜花き産業に幅広く貢献できる研究を続けていき
ます。

Creating the Future of Vegetables and
Ornamental Plants
At the Institute of Vegetable and Floriculture Science, we 
conduct research and development on vegetables and 
ornamental plants that cover a wide range of area from 
breeding and cultivation, reduction of environmental 
impact, quality to distribution. Through our research, we 
aim to achieve a stable production of high-quality vegetables 
and flowers. We are carrying out distinctive research in 
5 areas that focus on chief vegetables and flowers with a 
large amount of consumption or high production value. In 
10 years, Japanese agriculture is expected to shift to large-
scale farming. We will work to contribute to the vegetable 
and floriculture industry by developing a comprehensive 
cultivation supporting system.

野菜と花 の未来を創る

部門長
　 ― 研究推進部
　 ― 技術支援センター
　 ― 野菜育種・ゲノム研究領域 ［安濃］
　 ― 野菜病害虫・機能解析研究領域 ［安濃］
　 ― 野菜生産システム研究領域
 ［つくば観音台］
　 ― 花き遺伝育種研究領域 ［つくば藤本］
　 ― 花き生産流通研究領域 ［つくば藤本］

組織図
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従来の交配による品種改良法では、絶対に作ることのできなかった
青いキク。遺伝子組換え技術を用いて、不可能ともいわれてきた研
究に挑んだ野田尚信上級研究員が、世界で初めて青いキクを咲かせる
ことに成功しました。

Qいつから花の研究をしているのですか？
　大学の卒業論文のテーマが花の色素でした。その後、
青森県でポスドク（任期付研究員）として青いバラを作
る研究を手がけ、2007 年から農研機構で、サントリー
グローバルイノベーションセンターと共同で青いキクを作
る研究に携わっています。

Qなぜ青いキクを作ろうとしたのですか？
　キクは日本の切り花出荷量の約４割を占め、世界三大切
り花の一つでもある重要な花です。もし青いキクができれ
ば、新しい需要が生まれ市場を活気づけるのに役立ちます。

Qどのような方法で研究をしたのですか？
　さまざまな花から青色遺伝子を取ってキクに導入する
方法です。導入する遺伝子を作るのに１か月、花が咲く
までに１年、その花が青くなくてがっかりする。その繰り
返しでした。ひたすら試行錯誤をする中で、カンパニュラ
の遺伝子を導入すると青色色素が作られることを 2009
年に突き止めました。でも、咲いた花の色は青ではなく
紫だったんです。

Q紫から青に行き着くまでは？
　結果的には、カンパニュラの遺伝子に加えてチョウマメ
から取り出した別の遺伝子を導入することで青いキクが咲
きました。理論的には４つの遺伝子を導入してそれを制
御しなければ条件が揃わないはずなのに、なぜか 2 つの
遺伝子だけで青くなったのです。青くなった理由が分か
らなければ、論文になりません。さらに研究を続け、キ
クが持っていた無色の物質（フラボン）と２つの遺伝子
の働きでできた色素の相互作用で青くなることを解明し、
2017 年に論文を発表することができました。

Q論文の反響はどうでしたか？
　論文を掲載した米科学誌『サイエンス・アドバンシズ

（Science Advances）』が世界中にプレスリリースし、
サイエンス誌の HP や、英科学誌『ネイチャー（Nature）』
の HP がニュースとして取り上げてくれて、国内外から取
材が相次ぎました。これほど大きな反響があるとは思って
もいませんでした。

Q青いキクは何品種できるのですか？
　私たちが開発した方法を 133 品種のキクで試したと
ころ、デコラ咲き、アネモネ咲き、ポンポン咲き、デージー
咲きなど 15 品種で青い花を咲かせることに成功してい
ます。

Qお店で買えるようになるのはいつ頃ですか？
　青いキクは遺伝子組換え作物のため、生態系に影響
を及ぼさないようにしなければ、栽培や販売をすることが
できません。まず、野生のキクと交雑しないよう花粉と種
子ができない青いキクを作り、国の審査を受け、承認さ
れたら栽培して増やします。こうした一連の手順には何年
もかかりますが、なるべく早く実用化できるように進めて
います。

Q今後の抱負は？
　今の研究を完成させて、花屋さんに青いキクが並ぶよ
うにすることが第一です。また、今回開発した方法でキク
以外でも青い花を作り、日本の花き産業の発展に貢献し
たいと考えています。

世
界
で
初
め
て
咲
い
た「
青
い
キ
ク
」

Topic1

デコラ咲き
（左：もとのキク 右：遺伝子組換えによって青くなったキク）

アネモネ咲き ポンポン咲き

花き遺伝育種研究領域　
遺伝子制御ユニット

上級研究員　野田 尚信

Chrysanthemums are considered one of the 3 major cut 
flowers in the world. It is not possible to achieve the 
generation of blue chrysanthemums by the conventional 
methods of plant breeding. Senior Research Fellow Naonobu 
Noda was the first in the world to successfully produce blue 
chrysanthemums with genetic modification. It uses a simple 

Abstract The World’s First Blue Chrysanthemums
method of adding genes from naturally blue Canterbury 
bells and butterfly pea. When the paper was published 
in 2017, it gained worldwide attention. Currently, we are 
conducting research to obtain review and approval of 
the Biodiversity Impact Assessment in preparation for its 
practical application.
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Latest research topics
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Topic2

飲食店やカット野菜など、一年中需要がある葉がキュッと締まった
寒玉キャベツ。しかし、４～５月は品薄となってしまいます。この
難題を解決し、安定して寒玉キャベツを収穫できるようにするため、
板橋悦子研究員がゲノム情報を活用した育種に挑んでいます。

Qなぜキャベツの研究が必要とされたのですか？
　私が手掛けているのは、葉が締まった寒玉キャベツの
研究です。千切りやカット野菜に適しているため、一年
を通して業務用・加工用の需要があります。しかし 4 ～
5 月は品薄となり、外食産業や加工業者など多くの人が
困っていました。なるべく周年出荷に近づけようと、栽培
技術や貯蔵で補おうとしていますが解決には至っていませ
ん。そこで、４～５月にも安定して収穫できる寒玉キャベ
ツのゲノム育種に取り組んでいます。

Q ４～ 5 月に品薄となる理由は？
　植物は、「花を咲かせて種を作る」という性質を持っ
ています。キャベツは冬を越えて春が近づくと、葉を成長
させるのをやめて花を咲かせようとします（春化）。それに
より花芽が作られて花茎が伸び出すことを抽

ちゅう

だいといい、
抽だいした寒玉キャベツは商品価値が損なわれ出荷でき
なくなります。

Q どのようなアプローチ法で研究をしていますか？
　春に花を咲かせる性質には、どのような遺伝子が関わっ
ているのかを突き止め、その働きを調べます。それにより、
抽だいしづらいキャベツ品種を作るのが目標です。

Q 従来の育種とはどう違うのですか？
　従来の交配育種は、遅咲きの個体を見つけ、それを
掛け合わせて育てた中から花が咲きづらい個体を選抜し、
またそれを掛け合わせて……、という作業を繰り返すた
め、大変な時間と手間とコストがかかります。それに対し
ゲノム情報を活用する方法なら、小さな苗の段階で花が
咲きづらい個体を選抜できるので効率的です。将来的に
は、DNA の塩基配列の違いを目印（マーカー）として
選抜に利用することを目指しています。DNA マーカーを
開発すれば、育種を大幅に加速することができます。

Q  研究はどこまで進んでいますか？
　まだ目的の遺伝子を探している途中です。探す方法とし
ては、モデル植物のシロイヌナズナを利用しています。遺
伝子や DNA の研究に非常に適した植物のため、世界中
でシロイヌナズナを使った春化の研究が行われています。
私は、すでに解析されている遺伝子が、キャベツでも同じ
ような働きをするかを調べています。

Qほとんどが顕微鏡に向かっての研究ですか？
　いいえ、キャベツを大々的に育てて選抜する試験もして
いますので、畑に行く機会は多いですね。研究所（安濃
野菜研究拠点）の敷地内に、道に迷うくらい広大な圃場
があるんです。圃場管理の部署がサポートをしてくれて、
研究環境には非常に恵まれています。

Q 今後の抱負は？
　キャベツをはじめアブラナ科の野菜は、遺伝子的にま
だ分かっていないことが多いため、それを解明し、育種
や栽培の効率化に貢献できる研究をしていきたいと思い
ます。

左：抽だいしたキャベツ 右：抽だいしていないキャベツ

野菜育種・ゲノム研究領域　
アブラナ科ユニット

研究員　板橋 悦子

There is high demand for winter cabbages throughout the 
year for commercial use and processed food. However, 
its commercial value declines from April to May due to 
vernalization and bolting, resulting in the shortage of supply. 
Our researcher Etsuko Itabashi, is taking on the challenge of 
plant breeding using genome information to realize a steady 

Abstract Harvesting Winter Cabbage in Spring
harvest of winter cabbage. Compared to traditional breeding, 
the marker-assisted breeding is extremely effective because 
selection can be performed at an early stage during seedling 
growth. We are pursuing to develop DNA markers in the 
future in order to greatly contribute to the advancement of 
plant breeding.
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▶ダイコン 
悠白／サラホワイト
臭いや黄変の元となる成分
を含まない品種です。サラ
ダや漬け物などの加工業務
用に適しています。
‘Sarawhite’ and ‘Yuhaku’
Japanese white radish. No typical 
sulfurous odors or yellowing.

▶ダイコン 
セントルージュ
臭いや黄変の元となる成分を含まずに、
内部まで赤い色素原料用の品種です。
‘St. Rouge’ is a red radish cultivar for red 
pigment material. It does not contain the 
component that causes sulfurous odors and 
yellowing.

▶ナ ス 
あのみのり／あのみのり2号
単為結果性を有するため、授粉・ホルモン
処理をしなくてもきれいな果実がなります。
栽培の省力化が可能です。
Parthenocarpic  eggplants ,  ‘Anominor i ’  and 
‘Anominori 2 go’, which produce commercial yields 
without phytohormone treatment.

▶ネ ギ 
わらべシリーズ
白ネギ部分は辛味が少なく緑葉まで軟ら
かいことから、全体を生食から加熱調理
まで利用できる短葉性ネギです。各季節
に適した４品種のリレー栽培によって周
年栽培が可能です。
Because the white part has little sharp taste and 
the green leaf is soft, this bunching onion can be 
eaten whole, from raw to cooked.
Year-round cultivation is possible by cultivating 
four varieties, with a suitable one in each season.

▶カーネーション 
花恋ルージュ
カーネーションで初めての萎凋細菌病抵抗性を
示す品種です。病気によって「枯れ」ず、深紅
の「可憐」な花をつけることから花恋（かれん）
ルージュと名づけました。
‘Karen Rouge’, the first carnation cultivar resistant to 
bacterial wilt.

▶ハクサイ 
あきめき／CR寒次郎
複数の根こぶ病抵抗性遺伝子を集積し、
DNA マーカー選抜により育種しました。幅
広い根こぶ病病原型に対して抵抗性を示し
ます。「あきめき」は中生、「CR 寒次郎」は
晩生品種です。
‘Akimeki’ and ‘CR kanjiro’ have several clubroot 
resistance genes introduced by DNA marker assisted 
selection. These cultivars show resistance to a wide 
range of pathotypes of Plasmodiophora brassicae.

育成品種の紹介

サラホワイト悠 白
栽培と利用の手引
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▶メロン
アルシス
うどんこ病・つる割病と害虫（ワタアブラムシ）
に抵抗性があります。アールス系メロンで日持ち
性に優れています。
‘Arsis’, a melon cultivar with resistance to powdery mildew, 
fusarium wilt and cotton-melon aphid.

▶メロン
フェーリア
ネット系ハウスメロンで側枝が
短く、自然着果も少ないため、
中腰での整枝・摘果作業の大幅
な軽労化が期待できます。 
‘Feria’ ,  a melon cult ivar with a 
suppressed-branching and monoecious 
trait.

▶ピーマン類用台木 
台パワー／L4台パワー／ 
台ちから
ピーマン・トウガラシの台木用品種です。
青枯病、疫病およびネコブセンチュウ
に抵抗性を示します。
Rootstock cultivars for Capsicum peppers. 
They have resistance to soil-borne diseases.

▶カーネーション 
カーネアイノウ1号
愛知県と共同開発した日持ちが極めて良いカー
ネーションです。切り花は販売名「ドリーミィー
ブロッサム」で流通しています。
Carnation ‘Kaneainou 1 go’ with a long vase life jointly 
developed with Aichi prefecture.

Introduction of cultivar

▶イチゴ
桃薫（とうくん）

淡いピンク色の綺麗な果実で、桃
のような香りがする新しい感覚の
フルーツです。いままでにない風
味が楽しめます。
‘Tokun’, a decaploid interspecific hybrid 
strawberry, has a unique and superior 
aroma.

動画サイト

※掲載の品種は農研機構が育成に関わった品種です。
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開発技術の紹介

有機質肥料活用型養液栽培と土壌創出技術

ポリフェノール鉄錯体の有する新規光触媒による殺菌技術の開発

地下灌漑システムOPSISを用いたホウレンソウの灌水技術

茶殻やコーヒー粕を原料としたポ
リフェノール鉄錯体による殺菌・
防汚技術です。このポリフェノー
ル鉄錯体に光を照射するだけで、
光触媒反応により殺菌されます。
 
NARO’s scientists developed a new 
polyphenol to Fe complex by using tea 
and coffee wastes. Disinfection effects can 
be obtained by just irradiating light to the 
new Fe complex.

畑地用地下灌漑システム（OPSIS：
OPtimum Subsurface Irrigation 
System）の活用によるホウレン
ソウの安定生産技術を開発しまし
た。地下からの灌水の方が、地上
散水と比較するとホウレンソウの
生育が優れること、OPSIS からの
灌水基準となる土壌 pF 値と灌水
量を明らかにしました。
 
We developed a technology for the stable 
production of spinach by water supply 
using an Optimum Subsurface Irrigation 
System (OPSIS).

化学肥料以外は利用不可能とされていた養液栽培
で、有機質肥料の利用を実現した栽培技術です。
青枯病、病原性フザリウムなどの根部病害を抑え
る効果があり、高品質・高生産が可能です。ロッ
クウールやバーミキュライトなどの人工培地でも
有機質肥料を使った栽培が可能となります。こ
れまで不可能だった「土壌創出技術」を実現し
ました。
 
Our microbiology technique has made it possible to 
use organic fertilizer in hydroponics, which used to be 
considered impossible.

Technology2

Technology3

Technology1

宮城県亘理郡山元町の現地実証ビニルハウスと設置OPSIS の給水管断面図

人工樹脂に微生物を固定化し、有機質肥料を与えて育てたトマト

レタスの水耕栽培におけるポリフェノール鉄錯体の光照射による養液の殺菌
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Introduction of development technology

中小規模施設向けの環境計測・制御システム（UECS）

電照栽培による夏秋小ギクの計画生産

八重咲きトルコギキョウの蕾開花技術

電照処理による花芽分化抑制効果が高
く、電照終了から開花に至る日数が温
度等の環境の影響を受けずに安定して
いる品種を選抜しました。盆・彼岸の
需要に応じた小ギクの計画的な切り花
生産を可能にします。
 
We designed the characteristics of summer- 
t o  a u t umn - f l owe r i n g  sma l l - f l owe r ed 
chrysanthemum cultivars in response to 
lighting and temperature for fine flowering 
control.

八重咲トルコギキョウの緑色の蕾を収
穫後に開花させる技術を開発していま
す。開花処理液にジャスモン酸メチル
を加えることにより、開花時花弁に緑
色が残る現象が軽減し開花が促進され
ることを明らかにしました。この技術
により、輸送時の積載本数の増加や圃
場での切り残しの出荷が可能となるこ
とが期待されます。
 
We have developed a technique to force 
the blooming of cut Eustoma  flower stems 
harvested at the green-hued bud stage.

UECS（ユビキタス環境制御システム）
規格を用いた環境計測・制御システム
です。製作マニュアルによって安価に
自作ができ、中小規模の生産施設でも
活用可能です。また、汎用性が高いた
め、施設環境のモニタリングや複合環
境制御、試験研究用にも適合します。
 
An environmental measurement and control 
system using the UECS standard can be 
manufactured inexpensively according to the 
fabrication manual, and it can be used even 
for controlling the environment of small- and 
medium-sized greenhouses.

Technology5

Technology6

Technology4

開花処理液（ジャスモン酸メチル＋糖質前処理・糖質後処理）
温度 20℃以上
光 アントシアニン系花色は必須

緑色のつぼみ 開花

蕾開花技術の概念図

電照栽培による夏秋小ギクの計画生産技術の概念図

UECSを利用した環境計測および環境制御の概要図

制御ノード計測ノード

開 花緑色の蕾

開花処理液（ジャスモン酸メチル＋糖質前処理・糖質後処理）
温度 20℃以上
光 アントシアニン系花色は必須

緑色のつぼみ 開花

目標開花日から到花日数を
逆算して電照終了

電照

挿し芽 定植 摘芯 目標開花日
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実用化商品の紹介 Introduction of products

スムージー

マイローズ バラの培養土

除湿機能付きヒートポンプ

（株）伊藤園発売元

住友化学園芸（株）発売元

菱名工業（株）発売元

販売中のグリーンスムー
ジー。原材料の一部に「悠
白」と「サラホワイト」の
大根葉粉末が使用されて
います。
 
A smoo th i e  d r i nk .  L ea f 
powder  o f  ‘Yuhaku’  and 
‘Sarah-white’ is used as part 
of the ingredient of this drink.

鉄欠乏対策のためのバラ
用培養土です。鉄ポリ
フェノールを配合するこ
とで植物が吸収しやすい
二価鉄を供給します。
 
Preventing iron deficiency 
in roses by combining Fe-
polyphenol fertilizer developed 
by NARO’s scientists with 
nursery soil.

除湿機能を持った施設園
芸用ヒートポンプです。低
温期の病害抑制に大きな
効果があります。室外と室
内に設置された一次側熱
交換器によって、冷暖房
と除湿を行います。
 
A heat pump system for greenhouse horticulture 
having a dehumidification function, which has 
a great effect on disease control. Compressors 
are built into both the outdoor and indoor units, 
which are switched between dehumidification 
and cooling/heating.

ギフパール

しつど当盤・CO2当盤

簡単フラワーアレンジメント資材

アリスタライフサイエンス（株）発売元

トヨタネ（株）発売元

施設栽培のピーマン、とう
がらし類、ナスを加害する
アブラムシ類の防除に利用
できる天敵（アブラバチ）
です。アブラバチの餌とな
る昆虫をつけた植物を別に
植えることで、効果を長期
間維持することも可能です。
 
GIFUPAR i s  su i tab le  fo r 
controlling pest aphids on 
sweet peppers, chili peppers 
and eggplants.

施設園芸用の低コスト環境制御システ
ムです。しつど当盤はハウス内の湿度を
制御、CO2 当盤は気温に応じて複数
の CO2 濃度を設定、制御できる装置
です。併用することで光合成に好適な
環境を作り出すことが可能となります。
 
Both are low-cost environmental control 
systems for greenhouse horticulture.
“Shitsudo to-ban” is used for controlling 
fogging systems, while “CO2 to-ban” is 
used for controlling CO2 concentration by 
changing the set value depending on the 
temperature.

スポンジ上の○や△の印
に花材を挿し、パズルを
組み立てるようにフラワー
アレンジメントを作成しま
す。フラワーアレンジメント
活動は認知機
能のトレーニン
グとしても有効
です。
 
Flora l  arrangements  can 
be easily made by placing 
materials on the foam marks, 
which is useful for cognitive 
training.

Product4

Product6

Product2

Product3

Product5

Product1

動画サイト

圧縮機 

膨張弁 

室内機 室外機 

※掲載の商品は農研機構が開発した技術・品種を使い、企業から販売されているものです。

特許第5201552号

特許第5804454号
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トマト安定生産の鍵、単為結果性遺伝子を解明

単為結果性は受粉がなくても果実が肥大するため、訪花
昆虫の利用と着果剤散布の削減および着果安定化に寄与
する有用形質です。トマトの単為結果性pat-2 の原因遺
伝子を明らかにしました。この遺伝子は第 4 染色体の末
端に座乗し、N 末端に２量体形成に関わる zinc-finger
領域をもつ転写因子でした。pat-2 による単為結果性は
潜性（劣性）形質であるため、F1 が主体のトマト品種の
育成では両親系統に導入する必要があります。原因遺伝
子を特定したことにより、選抜可能な DNA マーカーを開
発し、現在新たな品種育成を行っています。
 
The pat-2 gene conferring the parthenocarpy in tomato has been 
identified. The selective DNA marker is using for developing 
new parthenocarpic cultivars.

受粉させずに栽培したトマト
左：単為結果性トマト、右：通常品種

野菜類の高収益・安定生産のための品種の育成、育種基盤技術の高度化に関する試験を行ってい
ます。海外からの遺伝資源の探索、収集、評価を通じて育種素材の多様性を広げるとともに、ゲ
ノム情報を活用した効率的な選抜手法の開発を担っています。先導的な品種の開発により民間種
苗会社や公設試研究機関の育種を支援しています。

Introduction of research areas研究領域の紹介

野菜育種・ゲノム研究領域

PGRAsiaプロ等を活用した海外遺伝資源の収集と評価

ベトナムで収集した様々なカボチャ

Topic1

Topic2

PGRAsia は、アジア諸国のジーンバンク等と農研機
構を中心とする研究チームと共同で行う、植物遺伝資
源の保全と利用促進のための国際共同研究プロジェク
トです。野菜育種・ゲノム研究領域では、ラオス、カ
ンボジア、ベトナム、ミャンマーからナス科、ウリ科
野菜を中心に遺伝資源の収集と評価等を担当していま
す。また、相手国の研究者を招へいし、特性評価手法
等を技術移転することにより、相手国における育種事
業を支援し、植物遺伝資源の相互利用に向けた両国間
の協力関係を深化させます。
 
Under PGRAsia project, NARO and Gene Bank in Asian 
countries have collaborated to survey the genetic resources 
available in vegetable.
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機械学習によるモデル化で品種毎の能力を引き出す 
最適栽培条件を解き明かす
育成された新品種のパフォーマンスを最大化する栽培管
理技術を開発し、迅速に栽培現場へ実装するために、こ
れまで品種ごとに行ってきた試行錯誤ではなく、科学と
データに基づいたスマートな技術開発が急務です。我々
は機械学習を用い「栽培環境に応答した各品種の果実
形成」を遺伝子発現等の分子メカニズムによって説明す
るモデルを構築しました。モデルの鍵となる遺伝子の発現
様式を係数として組み込んだ管理プログラムは、目標とす
る収量・品質を達成するための栽培条件を提示します。
 
We have developed innovative technologies for stable, high-
quality, high-yield annual production of tomato by clarifying 
the molecular and physiological mechanisms related to the 
growth and formation of fruits in fruit-vegetables based on gene 
expression analysis, etc.

遺伝子や呈味成分等の挙動のビッグデータを集積し、
野菜の品種特性をモデル化して利用

野菜病害虫に対する土着天敵の利用や微生物利用を組み入れた総合的管理（IPM）体系の開発を
目指します。野菜の " おいしさ " と機能性の解明、二価鉄資材によるフェントン反応の開発を目
指します。さらに、トマトの果実形成における遺伝子発現・植物ホルモンの解析により、高品質化・
多収生産のための環境制御技術を提案します。

野菜病害虫・機能解析研究領域

微生物殺虫剤を用いた野菜重要病害虫の 
デュアルコントロール技術の開発
我々は害虫に寄生する昆虫病原菌を有効成分とした微
生物殺虫剤が、野菜の重要病害の発生を抑制し、微生
物殺虫・殺菌剤として機能することを明らかにしまし
た。野菜類うどんこ病などの地上部病害だけでなく、
地下部病害にも抑制効果を発揮します。病害と虫害の
同時防除（デュアルコントロール）の実現によって作
業の省力化や経費削減に寄与することから、現在これ
ら微生物殺虫剤の病害に対する適用拡大の申請と、最
適な散布技術の開発を進めています。
 
We found three entomopathogenic fungi-based biopesticides 
that strongly suppress vegetable diseases caused by both air-
borne and soil-borne pathogens in greenhouses. 病害と虫害のデュアルコントロールを可能とする

微生物農薬の開発

Topic1

Topic2

キュウリうどんこ病 トマトうどんこ病

トマト葉かび病ナスうどんこ病

⻘枯病

イチゴ萎⻩病

野菜類うどんこ病をはじめ
地上部病害に高い防除効果！

地下部病害にも
有効性を発揮！ ハダニ類

コナジラミ類

昆虫病原菌が
害虫を防除！

イチゴうどんこ病

アザミウマ類
アブラムシ類

イチゴうどんこ病

ナスうどんこ病

キュウリうどんこ病 トマトうどんこ病

トマト葉かび病

コナジラミ病

アザミウマ病
アブラムシ病

イチゴ萎黄病

青枯病
ハダニ病
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Introduction of research areas

加工原料用葉ネギ安定供給

生育特性に及ぼす日射量や気温等の気象要因の影響の
定量的解析・解明に基づいた葉ネギの生育シミュレーショ
ンモデルをベースに、収穫開始期や収穫量を収穫１か月
前に予測する技術を開発しています。さらに、広範囲に
分散する多数圃場の収穫予測情報を一元管理し、生産
から実需に至る関係者間で生育・収穫予測情報をリアル
タイムで共有できる生産予測・出荷調整情報共有 ICT シ
ステムを開発し、気象変動で生産が変動する露地葉ネギ
生産において、加工・業務需要に対応した生産強化を実
現します。
 
ICT system for forecasting the harvest time and adjusting the 
shipping schedule of long green onion using a growth model 
and image sensing.

多数分散圃場での生産に対応した葉ネギの生産予測・
出荷調整情報共有システム

施設・露地野菜における多くの課題のうち、現在は、従来の「野菜生産をサポートする技術体系
の開発」から一歩進めて、野菜生産販売業への貢献を目指しています。施設野菜では栽培管理・
環境制御・作業管理体系の高度システム化、露地では流通や販売への情報提供等、販売管理に繋
ぎうる総合的システム化に注力しています。

野菜生産システム研究領域

大規模施設園芸発展スキームの構築

我が国の施設トマトの収量は、統計上、オランダの 1/5
であり、近い将来、生産者戸数の大幅な減少が予想さ
れます。このため生産効率（収量増加，作業時間削減）
の飛躍的な向上、そのための環境制御装置の導入とその
利活用技術の向上が必要です。「大規模施設園芸の発展
スキームの構築」においては、作業記録収集システムや
計画支援システムを構築し、効率化を図ります。また、生
育・収量予測により、栽培管理を改善し、作業計画や
販売営業と連携させ、作業時間削減と収量向上と売上及
び収益率を増加させることを目指しています。
 
ICT system for tomato production, optimizing growth control 
and labor management by growth prediction and maximizing 
the producer’s income.
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鈴玉＋生育予測ツール

従来品種:桃太郎ヨーク＋生育予測ツール

オランダ品種＋生育予測ツール

従来品種＋従来管理（イメージ）

55t/10a

生育・収量予測ツールによるトマトの多収化

Topic1

Topic2
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日持ち性に優れるダリアの開発と遺伝性の解明

ダリアは近年切り花の流通量が増加している人気品目
です。しかし、日持ちが短いことが大きな欠点となっ
ており、需要拡大を阻害しています。そこで、交雑育
種により日持ち性に優れるダリアを開発し、日持ち性
の遺伝性を解明することを目的に研究を進めていま
す。これまでに、ダリアの日持ち性が交雑育種により
改良できることを明らかにし、一般的な品種よりも日
持ちの長い系統が得られつつあります。育成した選抜
系統についてダリアの主産地において適応性を評価
し、数年中には品種として公表する予定です。
 
Dahlia is a popular flower, but the biggest drawback is its 
short vase life. Dahlia cultivars with long vase life are under 
development.

ダリア交雑実生の日持ち検定の様子

遺伝子組換えにより青いキクの創出に成功しました。この実用化を図るため、ゲノム編集などに
より雌性雄性を不稔化した組換え体の作出を目指します。キク、カーネーション、トルコギキョ
ウなどにおいて、重要形質に関連する遺伝子を特定し、これらに連鎖した DNA マーカーの開発
を進めます。ダリアでは日持ち性が改善された品種の育成を推進します。

花き遺伝育種研究領域

花きにおけるゲノム情報を活用した育種の効率化

2013 年花きで最初となるカーネーションの全ゲノム（全
遺伝情報）の解読に成功し、データベースを公開しました。
カーネーションでは 4 万個以上の遺伝子領域が推定され
ていますが、遺伝子の機能が分かっているものはほとんど
ありません。現在、分離集団を用いた連鎖解析や網羅的
な遺伝子発現解析の手法を通じて、日持ち性や開花の早
晩性のような重要形質の原因遺伝子の探索や育種に利用
するため、DNAマーカーの開発に取り組んでいます。また、
キクやトルコギキョウでも同様な取り組みを始めました。
 
Whole-genome sequencing of carnation has been achieved. DNA 
markers linked to important traits in carnation, chrysanthemum 
and Eustoma are under development. カーネーション全ゲノムのデータベース

Topic1

Topic2
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Introduction of research areas

栽培コスト削減のためのEOD処理技術の開発と汎用化

花きの栽培には夜間の温度調節が重要であることから、
冬期の暖房と夏期の冷房のための経費が大きな負担に
なっています。私達は、日没後の短い時間帯（END OF 
DAY : EOD）を他の夜間の時間帯と異なる温度や光条
件下で生育することで、草丈の伸長や開花を効率的に制
御できることを見出しました。この技術に利用によって、
光熱費の削減による収益性の向上が期待されます。現在
私達は、EOD 処理が効果を示す品目・品種を検討する
とともに、それらの成長に適した条件の研究を進めています。
 
We developed an EOD-treatment technique in which plants are 
grown under specific environmental conditions during the end-
of-day term, thus reducing fuel consumption. We are verifying 
the versatility of the technique. EOD処理区（左）または対照区（中、右）で栽培した

トルコギキョウ

EOD　 18℃
他夜間 13℃

EOD　 18℃
他夜間 18℃

EOD　 13℃
他夜間 13℃

花きに特徴的な物日と言われる特定の期間に需要が高まる品目の供給や、恒常的に需要が高い品
目の供給に対応するために、植物の生理特性に基づいた効率的かつ安定的な生産技術、病害の防
除技術、切り花の日持ちの延長や香りを対象にした品質向上技術を開発するとともに、花きがヒ
トに与える効果を調査しています。

花き生産流通研究領域

キクウイロイド性矮化病に対する抵抗性品種の選抜・育成

キクの生産では、ウイロイド病原体の感染によって茎が伸
びなくなる矮化病が大きな問題になっています。抵抗性品
種の利用がこの病気を防ぐための最も効果的な方法です。
私達はこの矮化病の感染株の効率的な検定方法を開発・
利用して抵抗性を持つ品種を見出しています。さらにこれ
らの抵抗性品種同士を交配して、抵抗性を持たない品種
との交配した場合にも抵抗性を高い割合で遺伝させること
のできる品種を育成しています。
 
We developed an effective system for detecting Chrysanthemum 
stunt viroid  to find its resistant cultivars and breed lines 
possessing high inheritance potency of its trait.

Topic1

Topic2
健全株（左）とキクウイロイド性矮化病株（右）
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つくば（本所）
〒 305-8519 茨城県つくば市観音台 3-1-1
Tel 029-838-6575（広報）
◦つくばエクスプレス つくば駅より、タクシー 15 分
◦つくばエクスプレス つくば駅より、 
　つくバス南部シャトル 農林団地中央下車 徒歩 5 分
◦�つくばエクスプレス みどりの駅より、関東鉄道バス（※土日祝日は運休）  

農林団地中央下車 徒歩 5 分

つくば（藤本）
〒 305-0852 茨城県つくば市藤本 2-1
◦つくばエクスプレス つくば駅より、タクシー 15 分
◦つくばエクスプレス つくば駅より、 
　つくバス南部シャトル 果樹研究所入口下車 徒歩 5 分
◦�つくばエクスプレス みどりの駅より、関東鉄道バス（※土日祝日は運休）  

榎戸下車 徒歩 10 分

安濃野菜研究拠点
〒 514-2392 三重県津市安濃町草生 360
Tel 059-268-1331（代表）
◦津駅西口より、タクシー 20 分
◦津駅より、三重交通バス 荒木下車 徒歩 30 分

農研機構 野菜花き研究部門
Institute of Vegetable and Floriculture Science

National Agriculture and Food Research Organization (NARO)

2019年12月発行「農研機構」は国立研究開発法人�農業・食品産業技術総合研究機構のコミュニケーションネーム（通称）です。

https://pursue.dc.affrc.go.jp/
form/fm/naro001/research
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