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Ⅰ．品種育成の基礎知識

１．品種とは？

遺伝的に固定された集団で、得られた種子を播種すると親と同じ形質を持つ子孫

が得られる。農民によって無意識のうちに育成された「在来品種」、近代育種技術

によって作られた「育成品種」に大きく分けられるが、「在来品種」から純系分離

で育成された品種でも、古くに選抜された品種は「在来品種」に区分されることも

ある。近代育成品種は在来種に比べて収量性・品質等が改良されて栽培しやすくな

っており、我が国の作付けの 9 割以上を占めている。

主要な在来種には「丹波黒」、「ダダチャマメ」、「鶴の卵」など、主要な育成品種

には「フクユタカ」、「エンレイ」、「タチナガハ」などがある。

２．品種育成の技術

現在大豆で主として使われている育種技術は交配による交雑育種法である。交雑

育種法は、遺伝的に異なる品種同士を掛け合わせることにより多様な遺伝的背景を

持つ雑種集団を育成し、ここから優良品種を選抜する手法である。近代育種法が確

立する前は自然交雑・突然変異などで生じた雑種集団から純系を選抜する純系淘汰

が無意識のうちに行われていたが、純系淘汰では変異の幅が十分でなく、現在では

ほとんどが交雑育種になっている。

なお、大豆の野生種は我が国にも河原などで広くみられるツルマメである。中国

の黄河流域で改良されて大豆になったとされているが、 近では各地で独立に品種

化されたという考えも出てきている。大豆は主要農産物の中では数少ない野生種が

国内に存在する作物である。

３．日本の品種育成の歴史

1893 年に設立された農事試東奥支場で、大豆の在来種の栽培試験を行い優良品

種を選定したのが品種育成の始まりである。その後農事試陸羽支場でまず純系分離

法、ついで交雑育種法による品種改良が開始され、近代的な品種が育成されるよう

になった。

これまで国（指定試験を含む）で育成された大豆 146 品種のうち放射線突然変異

によるものが 6 品種、純系分離が 2 品種、残りはすべて交配育種で育成されている

(表 1)。なお、このほかに民間で育成したエダマメ用品種や「むらゆたか」のよう

な県単育成品種もある。

４．品種育成の流れ

品種育成で も重要なものは「育種目標」である。育種目標に沿って交配や放

射線照射を行い、雑種集団を作成し、必要な特徴で選抜・固定していく。「育種目

標」は社会情勢やユーザーの意向等により変化するので、変化に即応できるよう

幅広く設定しておくのが一般的である。この「育種目標」に沿って交配組み合わ
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せを選定し、「育種目標」に沿って「選抜」していくのが育種の基本的な流れであ

る。通常「交配」から品種育成まで 12 ～ 13 年かかる。 近では DNA マーカーを

利用した戻し交雑育種で育成された品種も出てきている。

Ⅱ．日本の大豆の動向

（１）生産動向

我が国の大豆生産は昭和 30 年代まで 30 万～ 40 万 ha の作付け面積だったが、輸入

大豆の増加につれ、一時 10 万 ha を割り込むまで減少した。その後大豆作付けの奨励

に伴い、平成 13 年には 14 万 4 千 ha にまで回復した。しかし、平成 15、16 年の 2 年

連続の不作で作付面積は再び減少傾向となり、現在(平成 20 年)では 14 万 7 千 ha と

なっている。

反収は年による変動が大きく平成 12 年には 192kg/10a に達したが、平成 16 年は冷

害・台風害等により 119kg/10a と大きく低下し、国産大豆の実需者離れを引き起こし

た。国産大豆の生産量が大きく変動することは、国産大豆の 大の弱点となっており、

緊急に対策を講じることが求められている。

（２）大豆消費の傾向

我が国の大豆の需要量は約 400 万ｔで、近年減少傾向にある。そのうち食料用は約

100 万ｔでほぼ横ばいとなっている。消費の内訳は豆腐・油揚げ用が半分を占め、味

噌、納豆がこれに続くが、 近では豆乳の伸びが目立っている。国産大豆では豆腐の

比重が高くなり、煮豆・総菜の割合が高くなっている。食品用大豆の多くは輸入大豆

（バラエティ大豆）と見られ、自給率は食品用に限れば 20 ～ 25%、油脂用も含めた

全体では 5%前後である。

Ⅲ．日本の大豆育種の現状

（１）育種の体制

大豆の育種研究は現在農研機構傘下の 4 場所、指定試験 3 場所で地域分担等をして

表１　年代別大豆の品種育成数

交雑育種 突然変異 純系分離

1960年以前 20 20

1961-1970 34 31 2 1

1971-1980 20 19 1

1981-1990 21 19 2

1991-2000 21 20 1

2001- 30 29 1

合計 146 138 6 2
注）種苗登録のみの品種も含む。

育成年代 育成数
育成法
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実施している。また系統適応性検定試験を 14 カ所、病虫害抵抗性に関する特性検定

試験を 7 カ所で実施している。これに加え各県で奨励品種決定試験を実施しており、

これら各機関の評価を総合して品種化を行っている。

（２）我が国の主要な品種

作付け面積上位 5 位は長く「フクユタカ」、「エンレイ」、「タチナガハ」、「スズユタ

カ」、「タマホマレ」が占めてきたが、平成 13 年度には「リュウホウ」が初の上位 5

位以内に入り、さらに平成 18 年には「ユキホマレ」が上位 5 位に入った。また西日

本では「サチユタカ」の作付も拡大している(表 2）。

しかしながら作付け面積 上位の「フクユタカ」、「エンレイ」、「タチナガハ」はこ

れに代替できる品種・系統が見あたらないことから、当面変わらないと見られる。

農林登録した品種の作付けシェアは 86.7%で、北陸・東海のように 90%を越えてい

る地域もある。

表2　わが国の主な品種(2008年)

作付
順位

品種名 育成年次
作付面積

(ha)
主な栽培地域

1 フクユタカ 1980 33,817 23.0 九州・東海
2 エンレイ 1971 18,823 12.8 北陸
3 タチナガハ 1986 11,581 7.9 関東
4 リュウホウ 1995 10,698 7.3 東北
5 ユキホマレ 2001 8,962 6.1 北海道
6 ミヤギシロメ* 在来品種 4,812 3.3 東北
7 おおすず 1998 4,530 3.1 東北
8 サチユタカ 2001 4,200 2.9 近畿・中国
9 タンレイ 1978 3,995 2.7 東北
10 丹波黒* 在来品種 3,164 2.2 近畿・中国
11 トヨムスメ 1985 3,148 2.1 北海道
12 スズマル 1988 3,110 2.1 北海道
13 オオツル 1988 2,980 2.0 近畿
14 むらゆたか* (1988) 2,507 1.7 九州
15 納豆小粒* 在来品種 2,384 1.6 関東
16 ナンブシロメ 1977 1,811 1.2 東北
17 ナカセンナリ 1978 1,638 1.1 東山
18 あやこがね 1999 1,585 1.1 北陸・東北
19 トヨコマチ 1988 1,570 1.1 北海道
20 タマホマレ 1980 1,413 1.0 近畿・中国

127,588 86.7
147,100 100.0

*むらゆたかはフクユタカの白目突然変異系統で佐賀県育成
**農林水産省「大豆に関する資料」より作成

作付割合
(%)

農林登録品種
作付面積合計
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(３）普及品種の問題点

広く普及している品種でも

①低蛋白で実需者の評価が低い（タチナガハ、ユキホマレなど）

②台風・低温被害など気象災害を受けやすい（エンレイ、トヨムスメなど）

③青立ち被害が頻発する（エンレイ、タチナガハなど）

④病虫害抵抗性がない（トヨムスメ、ミヤギシロメ、タンレイなど）

⑤外観品質（裂皮・淡褐目）が劣るため、用途が限られる（フクユタカなど）

などの問題点が指摘されており、これらを改善した新品種の育成が求められている。

（４）大豆の育種目標

国産大豆の基本的な育種方向は平成 17 年 3 月に決定された「食料・農業・農村基本

計画」に示された方向に従っている。

我が国の食品用大豆の多くは米国からの輸入バラエティ大豆が使われている。輸

入大豆はかつては品質も悪かったが、近年は日本向けの品種改良が盛んに進められ、

品質面での差は粒大などを除いてほとんどなくなってきている。また近年は豊凶の

差が大きかったこともあり、国産大豆の供給量や価格が変動したため、実需者から

は安定供給が強く求められている。

このため、国産大豆がバラエティ大豆に代わって食品用大豆として使われるため

には、

①安定的な生産を可能とする耐病虫性やストレス耐性の強化

②用途に応じたさらなる高品質化

③規模拡大、低コスト化が可能となる機械化適性の付与

などが重要な育種目標となっている。

実際の現場では育種目標は急激な社会情勢の変化にも対応できるように幅広く設

定している。また大豆は地域によって必要とされる特性が異なっているので、地域

ごとにさらに細かく育種目標を設定して育種を行っている。

（５）選抜項目

①農業特性による選抜

農業特性として重要な形質としては、

（ⅰ）安定多収性

（ⅱ）機械化適性（耐倒伏性、難裂莢性、 下着莢位置高）

（ⅲ）病虫害抵抗性（モザイク病、わいか病、シストセンチュウ、茎疫病等）

等があげらる。特に近年は大規模化に伴いコンバイン収穫を行う農家が多くなってい

るので、機械化適性は必須となってきている。また安定生産については地域ごとに条

件が異なるが、ストレス耐性、異なる熟性、耐病虫性、難裂莢性等の付与が行われて

いる。選抜の過程で目標とした形質は厳重にチェックされ、条件を満たしていない系

統は育成の段階で落とされる。
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②品質評価による選抜

国産大豆の重要な特徴の一つである「高品質」は、農業特性とともに育成段階から

選抜が実施される。育成の初期には外観形質（粒大、臍色、裂皮等）、中期には成分

（蛋白含量、脂肪含量等）、後期段階で加工適性による選抜が行われている。

③実需者による加工適性評価

実需者による評価は育成の 終段階、奨励品種決定調査段階に行われている。実験

室における加工適性試験では分からない現実に近い加工適性が備わっているかが調査

されるが、大豆は用途や嗜好が多様で、実需者毎に評価方法が異なるため、全国に共

通した品質評価システムが確立されていない。このため、平成 11 年に発足した国産

大豆協議会で、豆腐・納豆など加工品目ごとに品質評価分科会を設置し、多角的に品

質評価を行い総合的に用途別の適否を判定している。

④新たな形質の付与

大豆の需要拡大を図るため、近年成分改良を中心とした新たな育種が行われている。

大豆の青臭みの原因酵素「リポキシゲナーゼ」を完全に欠失した品種「いちひめ」

「エルスター」、アレルゲン蛋白のうち、α、α’サブユニットを欠失した「ゆめみ

のり」「なごみまる」などが育成されている(図１，２)。

機能性成分として注目されているイソフラボン含量については遺伝的な背景は詳し

く分かっていないが、「ふくいぶき」のように通常の品種の 1.5 ～ 2 倍程度に含量が

高まった品種も育成されている。

このほかにもルテイン、α-トコフェロールなどの新規の機能性成分について研究

が進んでいる。

1    2    3    4  

1:スズユタカ(L123),2:いちひめ(L0), 3:ゆめゆたか
(L0), 4:関東102号(L2)

L-3
L-2
L-1

7S

図1 リポキシゲナーゼ欠失大豆の電気泳動像

α’

α

β

１　　２　　３　　４

α’

α

β

１　　２　　３　　４

図2 α、α’欠失品種の電気泳動像

1:ゆめみのり、2:なごみまる、 3:タチナガハ、
4:サチユタカ

7S

リポキシゲナーゼ

11S
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（６）新品種の育成及び普及状況

大豆の品種開発は，多収性，高品質，耐冷性，耐病虫性，機械化適性等地域の課題

に対応して実施しており、国ではこれまでに 138 品種を育成（農林認定品種）してい

るが、すべての品種が普及しているわけではない。

この理由として、

①新品種は上位の銘柄に指定されるまで数年かかり、農家が新品種の導入に伴うリ

スクに躊躇すること

②新品種が従来品種と比較して飛び抜けて優良な品種ではなく、従来品種に置き換

わりにくかったこと

③種子更新率が低く、普及までに時間がかかること

④品種の特徴を利用した製品開発が遅れていること

等が考えられる。しかし、大豆の生産拡大の取り組みが強化されたことにより、

「リュウホウ」「ユキホマレ」「サチユタカ」などが上位に入ってくるなど、新品種の

普及は徐々に進んでいる。

（７）特色ある大豆の育成

国産大豆の主要用途は豆腐、納豆、煮豆であるが、近年大豆の需要拡大、村おこし

などのために新たなタイプの大豆を育成する動きも目立ってきている。

製菓原料向きの「大袖の舞」、種皮色・子葉色とも緑の「キヨミドリ」「青丸くん」、

などの有色大豆がその代表格で、それぞれ各地で地域特産物としての加工製品が開発

されている。

また、前述の大豆の青臭みの原因酵素リポキシゲナーゼを完全に欠失した「いちひ

め」「エルスター」「すずさやか」、リポキシゲナーゼと苦み成分のサポニンを欠失し

た「きぬさやか」、健康機能性を持つと言われるイソフラボンを強化した「ふくいぶ

き」「ゆきぴりか」、アレルゲン蛋白質の少ない「ゆめみのり」「なごみまる」などの

成分を改変した大豆の育成も行われ、需要開発が進んでいる。また遊離アミノ酸含量

の高い系統、小粒の黒大豆系統等の特色ある系統の育成も行われている。しかしこれ

ら特殊な品種は商品開発、流通経路の確立など克服すべき課題も多い。

Ⅲ．新しい育種技術の導入

近年バイオテクノロジーの急速な進歩により、新たな育種技術が発達してきている。

現在のところはまだ広く使われるようにはなっていないが、技術開発が進展すれば育

種技術の革命をもたらす可能性を秘めている。
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（１）DNA マーカー

DNA マーカーとは目的遺伝子の近くにある DNA を目印に選抜を行う選抜法であ

る。良いマーカーを見つけることができれば、選抜効率を飛躍的に向上することがで

きる。遺伝子組み替えと違って、遺伝子の操作は行わないので、消費者に受け入れら

れやすい技術である。

2008 年になって大豆のゲノム情報が公開されたことにより、自由にマーカーが設

定できるようになったことから、これまで以上に多くの形質について DNA マーカー

の開発が進むものと期待される。

我が国では難裂莢性、モザイク病抵抗性などの DNA マーカーが現在開発され、実

際に育種現場で用いられている。

（２）遺伝子組み換え技術

遺伝子組み換えの研究はイネを中心に進展し、遺伝子の構造解析や機能解析、安定

的な遺伝子導入技術の開発等がなされている。我が国の大豆ではようやく遺伝子組み

換え個体が安定的に作出されるようになった段階で、まだ遺伝子組み換え品種は育成

されていない。また消費者のPA（パブリック・アクセプタンス）も得られていないこ

とから、実用品種育成にも着手されていない。

しかし今後大豆に様々な遺伝子を導入して、耐湿性の高い大豆、病虫害に強い大豆、

栄養機能性が高い大豆など画期的な品種を育成するためには不可欠の技術であり、地

道な研究が進められている。

海外ではモンサントの除草剤耐性品種（ラウンドアップレディー）、高オレイン酸

大豆などいくつかの品種が育成されており、アメリカでは作付け面積の 91%(2007 年)

が遺伝子組み換え大豆であると言われている。

Ⅳ．海外の大豆生産の動向

近年発展途上国の経済発展に伴い飼料需要が増加したこともあって、大豆の作付面積は

年々増加し、2008 年には全世界で約 9700 万 ha に達し、生産量も約 2 億 3000 万 t となっ

ている。今後も中国を中心として新興国の経済発展が続くと見られることから、大豆の需

要は増加する見込みであり、大豆の作付は伸びていくと考えられている。

生産量が世界一位の米国は 1970-80 年代初等には世界の半分以上の大豆を生産していた

が、近年南米諸国の大豆の作付が増加し、大豆生産国としての相対的な地位は低下してい

る。単収は 280kg/10a に達し、主要生産国では 高の単収水準となっている。

ブラジル・アルゼンチンはセラードの開発、放牧地の大豆畑への転換、反収の増加等に

より、1980 年代から大豆の作付面積が増加し、両国を合わせると米国を超える生産量と

なっている。南米は開墾による新たな農地開発の余地が大きく、今後さらに生産量が伸び

ると思われる。

一方、第二次世界大戦前までは世界 大の生産国であった中国は依然世界第 4 位の生産

量であるが、作付面積はインドを下回るようになった。経済発展に伴い国内の大豆需要は
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旺盛で、輸入量は 1997 年以降日本を抜いて世界一となっている。

インドは中北部州を中心に大豆の作付面積が増加しているが、単収は 100kg/10a 前後と

低く生産性は劣っている。反収向上の努力は続けられているようだが、当面は需要動向に

大きな影響を及ぼすことはないと思われる。

世界の大豆生産動向で注目すべきは遺伝子組み換え大豆の栽培拡大である。既に米国で

は遺伝子組み換え大豆の比率が 90%を超え、南米でも早くから遺伝子組み換え大豆が普

及したアルゼンチンはほぼ 100%が遺伝子組み換え大豆といわれている。ブラジルも南部

では以前から非合法的に GMO 大豆が栽培されていたが、2003 年に栽培を認めてからは

急激に栽培面積が増加している。今後は大豆全体の需給逼迫以上に非遺伝子組み換え大豆

の需給はタイトになっていくと思われる。

Ⅴ．今後の大豆の育種方向

（１）収量（量）の安定化

国産大豆は水田における本作化により、一時急速に増加し、天候に恵まれたことも

あって平成 13,14 年には全国で 27 万トン前後の収穫が得られた。このため多くの実

需者が国産大豆を使用するようになったが、平成 15,16 年の冷害・台風害等により一

転して不作が続くと価格が高騰し、実需者の不信を招く結果となった。このため、か

つては育種現場に対しては高品質化の要望が強かったが、現在は安定生産が も望ま

れている。

これらの社会情勢の変化に対応して、大豆の育種目標は安定生産が 大のターゲッ

トとなっている。安定生産のために育種現場では、

１．青立ち等による収穫遅れをカバーできる難裂莢性の付与
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２．気象災害を回避できる耐冷性、耐湿性の強化

３．病虫害抵抗性の強化

４．台風害等の危険を分散できる熟期の異なった品種の育成

５．長梅雨による播種遅れを避けることのできる早播き適応性の付与

などに取り組んでいる。

（２）DNA マーカーの活用と新しい育種の方向

近になって大豆でも DNA マーカーの開発が急速に進み、モザイク病、シストセ

ンチュウ、わいか病など多くの病虫害で抵抗性関連マーカーが作成されている。これ

ら開発された DNA マーカーを用いた連続戻し交雑により、「フクユタカ」や「エンレ

イ」などの主力品種に様々な抵抗性を導入する試みが始まっている。

単交配で全く新しい品種を育成することは時間と手間がかかることから、短期的な

育種の取り組みとして、DNA マーカーを用いた主要品種の欠点の改良が一つの主流

となりつつある。また DNA マーカーを用いた欠点の改良が比較的容易になったこと

から、マーカーで選抜できない育種目標、収量性や耐倒伏性などを主体に選抜を実施

し、系統が育成された後に戻し交雑による耐病虫性付与を行うことも考えられている。

2009 年に育成された「ユキホマレＲ」と「フクミノリ」はそれぞれ「ユキホマレ」

に「シストセンチュウレースⅠ抵抗性」、「フクユタカ」に「ハスモンヨトウ抵抗性」

を導入した品種で、抵抗性を除くとほぼ元の品種と同じ栽培・加工特性を持っている。

さらに「サチユタカ」に難裂莢性を導入した系統、「リュウホウ」「おおすず」にモザ

イク病 CD レース抵抗性を導入した系統などがほぼ戻し交雑が終了しており、数年以

内の品種化が期待されている。

今後の大豆の育種は、中長期的視点に立った遠縁交雑などの単交配による新しい品

種の育成と DNA マーカーを用いた育成品種の欠点の改良の組み合わせが主流となっ

ていくものと考えられる。

(補足）

（１）大豆品種の育成年限

平成以降に育成された品種の育成年限は、 長で 19 年、 短で 8 年、平均で約 14

年となっている。このため、社会情勢の変化に即応して育種の方向を変えることは難

しく、育種目標は情勢変化しても対応できるよう幅広く設定することが常識となって

いる。

育種の年月を短縮するために、米国では気候が逆の南米で冬の間世代を進める世代

促進を行っているが、我が国では温室を使った小規模な世代促進と 2007 年から始ま

った沖縄での世代促進事業が行われているにすぎない。今後はマーカーを用いた連続

戻し交配など世代促進を積極的に取り入れて、育種年限を短縮することが求められて

いる。
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（２）大豆の機能性成分

大豆に含まれるイソフラボンは女性ホルモンに似た構造をしており、女性ホルモン

の補完的作用を持つと考えられている。これまでの研究で、①骨粗鬆症の抑制、②ほ

てりなどの更年期障害の緩和、③ガンの抑制、④糖尿病予防などの機能性が報告され

ている。

また米国食品医薬品局は、大豆タンパク質のもつコレステロール低下作用に着目し、

大豆タンパク質を１食あたり 6.25 ｇ（一日当たり 25 ｇ）含む食品について「心臓病

のリスクを低減する食品」という趣旨の表示をすることを認めている。

このほかにもサポニン、食物繊維、トコフェロール、ルテインなど大豆には豊富に

機能性成分が含まれていることが分かっている。近年では高イソフラボン品種など機

能性成分を高めた品種の育成も行われている。

しかし、 近食品の機能性についての表示が厳しく規制されるようになったこと、

サプリメントによる機能性成分の過剰摂取の健康に与える影響などが問題視されるよ

うになっており、機能性成分を極端に高含量に含む品種の育成については今後検討さ

れるべき課題である。

（３）ダイズゲノム解読の衝撃

ダイズゲノムは米国で解読が進み、 2007 年末には概略がホームページ上

(http://www.phytozome.net/IEsorry.php?refer=/soybean&browser=ie&version=6.0)で公表され、

誰でも利用できるようになっている。2010 年には Schmutz により、Nature に正式の解

読の報告がなされ、ダイズゲノムは約 1.1 ギガ塩基の配列からなり、46,430 個の遺伝子

が座乗しており、75%の遺伝子に重複があると推定されている。

ダイズゲノム解読の結果、これまで DNA マーカーが設定できなかった位置にも容

易にマーカーを設定できるようになり、大豆の遺伝子解析は近年急速に進んでいる。
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付表　近年の大豆育成品種一覧（2001年以降）

品　種　名
登録年

度
育成場所 来　　歴 主　要　特　性 適　　　地

サチユタカ 2001 九沖農研
(フクユタカ×エンレイ)
×エンレイ

中生の晩、子実は球形で大粒、耐倒伏性強、紫斑病抵抗性強、粗タンパク含量高、豆腐加工適
性良

千葉、兵庫、奈良、
鳥取、山口、島根、
岡山、広島

すずこまち 2001 中信農試 納豆小粒×タチユタカ
中生、子実は扁球で小粒、裂莢性やや難、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ、紫斑病ともに抵抗性強、｢納豆小
粒｣より多収、納豆加工適性良

長野

ゆめみのり 2001 東北農研
刈系434号にγ線照
射した突然変異品種

中生の晩、中粒の小、裂莢性中、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性強、ｱﾚﾙｹﾞﾝの一部を欠失、含硫ｱﾐﾉ
酸強化、従来法の豆腐加工は難

秋田（東北、北陸、
関東北部）

ユキホマレ 2001 十勝農試
十系783号ｘ十系780
号

中生の早、中の大粒、短茎、耐冷性強、線虫・茎疫病抵抗性強、裂莢性難、耐倒伏強、臍周辺
着色抵抗性強、中蛋白・低脂肪、煮豆・納豆・味噌に適

網走、十勝、上川、
留萌、石狩、空知、
後志、胆振

すずおとめ 2002 九沖農研 納豆小粒×九系50号
中生の晩、小粒、青立ちが少ない、最下着莢位置高い、耐倒伏性、難裂莢性、納豆加工適性高
い、モザイク病抵抗性、福岡・熊本で実用栽培。

九州北部・東海

キヨミドリ 2002 九沖農研
黄粉豆-2×群馬青大
豆

中生の晩、大粒の小、種皮・子葉とも濃緑、風味に優れた緑豆腐に加工できる、蛋白含量やや
低

九州

関東100号
(作系4号)

2002 作物研 エンレイ×Ｅｎ6500
中の晩、大の小粒、根粒超着生、窒素固定能が生育期間を通じて高い、普通品種と同等の収
量性、高蛋白

関東

ふくいぶき 2002 東北農研
東北96号×デワムス
メ

中生の晩、子実は球で中の大粒、ﾀﾞｲｽﾞｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ・ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性ともに強、多収、
耐倒伏性、イソフラボン含量高い、豆腐加工適性適

福島（東北南部、北
陸）

青丸くん 2002 東北農研
赤青Ｄ165×タチユタ
カ

中生の早、中粒、子実は球で中粒、子葉・種皮色とも緑、在来青豆より早生多収、耐倒伏性強、
裂莢性難

岩手（東北中部）

ユキシズカ 2002 十勝農試 吉林15号×スズヒメ
中生の早、球の小粒、短茎、淡褐莢、耐倒伏性、線虫・茎疫病抵抗性強、わい化病抵抗性中、
臍周辺着色抵抗性強、中蛋白・低脂肪、納豆加工適性良。

網走、十勝、上川、
石狩、空知、胆振

つぶほまれ 2003 中信農試
東山140号/東山135
号（タチナガハ）

晩生の早、子実は極大粒で良質、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、紫斑病強、煮豆・味噌加工適性高 長野

すずさやか 2003 東北農研
ス ズ ユ タ カ × 九 交
355(いちひめ)

中生の晩、子実は扁球で中粒、リポ全欠、ダイズモザイクウイルスとダイズシストセンチュウ抵
抗性ともに強

秋田（東北中南部）

クロダマル 2004 九沖農研 坂上２号×新丹波黒
新丹波黒よりやや早生で多収、極大粒、光沢のある黒豆、煮豆加工での製品歩留まりが高い、
煮豆の外観品質良好、蛋白含量やや低

九州

つやほまれ 2004 中信農試
東山144号（オオツル）

×東山154号
晩生の早（フクユタカより早熟）、アキシロメより多収、子実は大粒で良質、難裂莢、枯れ上り良、
ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、蛋白含量中、蔓化やや易

岐阜県
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品　種　名
登録年

度
育成場所 来　　歴 主　要　特　性 適　　　地

すずかおり 2004 東北農研 778F5×コスズ
中生、極小粒、耐倒伏性、SMV-ABCD抵抗性、蛋白含量中、シストセンチュウ抵抗性弱、再下
着莢位置高低、納豆加工適性良

山形

きぬさやか 2005 東北農研 刈系508号×0459F1
リポ全欠、グループＡサポニン欠、中生の晩、中粒、SMV-ABCD抵抗性、蛋白含量中、豆乳加
工適性良

東北中南部

トヨハルカ 2005 十勝農試
十 系 793 号 × 十 系
6225F8

白目大粒、外観品質良、低温抵抗性強、耐倒伏性強、最下着莢位置高、分枝が少ない主茎型
の草型、密植による増収効果高、煮豆、味噌及び納豆加工適性良

十勝、上川、石狩、
空知

ことゆたか 2006 九沖農研 エンレイ×九州95号
アキシロメより早生、やや大粒、高蛋白、耐倒伏性、成熟期の落葉揃い良好、SMVのA2系統に
抵抗性、豆腐加工適性良

滋賀

タチホマレ 2006 中信農試
東山149号（アヤヒカ
リ）×長交1-28F1

中生の晩（タチナガハ並熟期）、子実は球形で大粒の小、蛋白含量はタチナガハよりやや高、紫
斑病強、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、耐倒伏性、青立ち少ない、味噌加工適性良

東山（長野）

ゆきぴりか 2006 十勝農試
十系793号×十系817
号

中生の早、中の大粒、耐冷性強、臍周辺着色抵抗性中、イソフラボン含量高、線虫抵抗性、豆
乳・味噌・煮豆加工適性良

道央中北部、十勝、
網走

なごみまる 2007 作物研
タチナガハをゆめみの
りに戻し交配４回

タチナガハよりやや遅い中の晩、大粒の小粒、耐倒伏性、ゆめみのりより多収、７Ｓグロブリン
のα及びα´サブユニット欠失、高11Ｓ系統、豆乳抽出率低い、全粒豆乳向。

関東

タマフクラ 2007 中央農試 新丹波黒×ツルムスメ晩生、極大の中、裂皮やや少、粗蛋白含有率中、煮豆・納豆・甘納豆用 道央及び道南部

すずろまん 2007 中信農試
納豆小粒×東山系

U455
中生（納豆小粒並熟期）、子実は球形・小粒で良質、収量性は納豆小粒並以上、紫斑病強、ﾀﾞｲ
ｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、納豆加工適性良

新潟、長野

すずほのか 2007 東北農研 778F5×コスズ 中生の早、極小粒、短茎、耐倒伏性、SMV-ABCD抵抗性、蛋白含量中、納豆加工適性高 東北南部

あやみどり 2008 中信農試
東山系T751×東山系
R906（東山179号）

中生の晩（タチナガハより晩熟）、青大豆（種皮色、へそ色、子葉色が緑）、子実は扁球で大粒、
紫斑病強、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、長葉

長野、奈良

里のほほえみ 2008 東北農研 東北129号×刈交0246耐倒伏性、最下着莢位置高い、SMV抵抗性、紫斑病抵抗性、高蛋白、大粒・良質、味噌・煮豆適山形

すずかれん 2009 九沖農研 すずおとめ×IAC-100 やや晩、小粒、ハスモンヨトウ抵抗性、葉焼け病抵抗性、紫斑病抵抗性、耐倒伏性強、裂莢性難九州

フクミノリ 2009 九沖農研 フクユタカ*6×ヒメシラズ
晩生、中の大粒、ハスモンヨトウ抵抗性、耐倒伏性強、紫斑病抵抗性、高蛋白、豆腐加工適性
高、農業特性等はほぼフクユタカと同等

九州

ユキホマレＲ 2009 十勝農試 1115BC2F1×ユキホマ
やや早、白目中粒、耐冷性強、臍周辺着色抵抗性強、センチュウ抵抗性極強、蛋白含量中、ユ
キホマレBC3系統

北海道

13



(参考）展示品種の主な特性

品種・系統名 品種・系統の特徴 圃場

アキシロメ 中粒、耐倒伏性やや強、最下着莢位置高、紫斑病抵抗性、裂莢性易、タンパク含量中 E-12,YB-5,E-2

あやこがね 大粒、モザイク病抵抗性、耐倒伏性、タンパク含量中、豆腐・味噌加工適性良、煮豆やや硬い、シストセンチュウ弱 E-12,YB-5

エンレイ 大粒、高蛋白、裂皮難、やや倒伏しやすい、豆腐加工適性、味噌加工適性高、しわ粒多 E-12,YB-5,E-2

おおすず 大粒、モザイク病抵抗性中、耐倒伏性強、多収、煮豆・豆腐加工適性良 E-12,YB-5

オオツル 大粒、煮豆・味噌加工適性良、タンパク含量中、やや倒伏しやすい E-12,YB-5

ことゆたか 中の大粒、高蛋白、耐倒伏性、成熟期の落葉揃い良好、SMVのA2系統に抵抗性、豆腐加工適性良 E-12,YB-5

サチユタカ 大粒、耐倒伏性強、紫斑病抵抗性強、粗タンパク含量高、豆腐加工適性良、裂莢性易、モザイク病抵抗性弱 E-12,YB-5

里のほほえみ 耐倒伏性、最下着莢位置高い、SMV抵抗性、紫斑病抵抗性、高蛋白、大粒・良質、味噌・煮豆適性高 E-12,YB-5,E-2

すずかれん 晩生、極小粒、ハスモンヨトウ抵抗性、葉焼け病抵抗性、2009年育成 E-2

スズユタカ 中粒、モザイク病抵抗性、シストセンチュウ抵抗性、多収、耐倒伏性やや劣る E-12,YB-5,E-2

タチナガハ 大粒、多収、耐倒伏性強、最下着莢位置高、シストセンチュウ抵抗性弱、タンパク含量中 E-12,YB-5,E-2

タチホマレ 大粒の小、蛋白含量はタチナガハよりやや高、紫斑病強、モザイク病抵抗性、耐倒伏性、青立ち少ない、味噌加工適性良 E-12,YB-5

タチユタカ 中粒、耐倒伏性強、難裂莢、モザイク病抵抗性強、タンパク含量中、青立ちしやすい、立ち枯れ病弱 E-12,YB-5

タマホマレ 中粒、耐倒伏性やや強、最下着莢位置高、裂莢性難、タンパク含量低 E-12,YB-5

タンレイ 中の大粒、耐倒伏性強、タンパク含量中、シストセンチュウ抵抗性弱 E-12,YB-5

つやほまれ アキシロメより多収、子実は大粒で良質、難裂莢、枯れ上り良、モザイク病抵抗性、蛋白含量中、蔓化やや易 E-12,YB-5

ナカセンナリ 中の大粒、シストセンチュウ抵抗性、蒸煮大豆柔らかい、やや倒伏しやすい、モザイク病抵抗性中 E-12,YB-5,E-2

なごみまる タチナガハにα、α'欠失を導入した品種、耐倒伏性強、タチナガハよりやや小粒 E-12,YB-5

ハタユタカ 中の大粒、シストセンチュウ抵抗性、モザイク病抵抗性、多収、煮豆・豆腐加工適性ともに適、タンパク含量中 E-12,YB-5

ヒメシラズ 晩生、小粒、ハスモンヨトウ抵抗性強、莢実害虫抵抗性、耐倒伏性弱 E-2

ふくいぶき 中の大粒、モザイク病抵抗性、シストセンチュウ抵抗性、耐倒伏性強、多収、イソフラボン含量高い、豆腐加工適性良 E-12,YB-5,E-2

フクユタカ 中の大粒、耐倒伏性強、タンパク含量高、豆腐加工適性良、淡褐目、裂莢性易 E-12,YB-5,E-2

リュウホウ 中の大粒、シストセンチュウ抵抗性強、耐倒伏性やや強、豆腐加工適性良、しわ粒多 E-12,YB-5,E-2

関東109号 大粒、耐倒伏性強、最下着莢位置高い、タンパク含量高、モザイク病抵抗性弱 E-12,YB-5,E-2

関東112号 中の大粒、耐倒伏性強、最下着莢位置高い、タンパク含量高、α’欠失 E-12,YB-5,E-2

国
内
主
要
品
種
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品種・系統名 品種・系統の特徴 圃場

関東114号 サチユタカに難裂莢性を導入した系統、耐倒伏性強、多収 E-12,YB-5,E-2

関東115号 小粒の黒豆、子葉色緑、耐倒伏性強、多収 E-12,YB-5,E-2

関東116号 タチナガハよりやや晩生、長葉、耐倒伏性強、タンパク含有量やや高、(タチナガハ/サチユタカ）/タチナガハ E-12,YB-5,E-2

関東117号 タチナガハよりやや晩生、長葉、耐倒伏性強、タンパク含有量やや高、(タチナガハ/サチユタカ）/タチナガハ E-12,YB-5,E-2

作系74号 開花期遺伝子改変によるエンレイの晩生化系統 E-12,YB-5,E-2

作系75号 タチナガハに難裂莢性を導入した系統 E-12,YB-5,E-2

作系76号 フクユタカに難裂莢性を導入した系統 E-12,YB-5,E-2

作系78号 開花期遺伝子改変によるエンレイの晩生化系統 E-12,YB-5,E-2

N茶 なごみまるの種皮色突然変異系統、茶豆 E-12,YB-5,E-2

九州155号（フクミノリ） 中の大粒、ハスモンヨトウ抵抗性、高蛋白、農業特性・品質特性等はほぼフクユタカと同等、2009年育成 E-2

四国1号 中の大粒、コンバイン収穫適性良、外観品質良、蛋白含量中、豆腐加工適性良 YB-5,E-2

四国2号 中の大粒、SMV抵抗性、蛋白含量中 YB-5,E-2

四国3号 晩生、中粒、蛋白含量低、SMV抵抗性、味噌加工適性良 YB-5,E-2

ミヤギシロメ 大粒、外観品質量、多収、やや倒伏しやすい、タンパク含量低 E-12,

ういろう豆 小粒の黒豆、子葉色緑、晩生、耐倒伏性弱、四国在来種 E-12

石化大豆 兵庫県在来の帯化大豆 E-2

5002T 米国品種、晩生、小粒、耐倒伏性強、SCN抵抗性、茎疫病抵抗性、多収 E-12,YB-5,E-2

A3431 米国品種、小粒、耐倒伏性強、SCN抵抗性、茎疫病抵抗性、多収 E-12,YB-5

LD00-3309 米国品種、小粒、耐倒伏性強、半無限、タンパク含量低い、SDS・SCNレース3抵抗性、茎疫病弱 E-12,YB-5

LS93-0375 米国品種、小粒、耐倒伏性強、タンパク含量低い、シストセンチュウレース3抵抗性 E-12,

Macon 米国品種、小粒、耐倒伏性強 E-12,

NE3400 米国品種、小粒、耐倒伏性強、多収 E-12,

P9362 米国品種、小粒、耐倒伏性強 E-12,YB-5

Spry 米国品種、小粒、耐倒伏性やや弱、有限伸育性、タンパク含量低い E-12,YB-5

Stressland 米国品種、小粒、耐倒伏性強、半無限、タンパク含量低い E-12,YB-5

海
外
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東日本の品種選定とそのポイント 

 

東北農業研究センター 
大豆育種研究東北サブチーム 菊池彰夫 

 

１．北海道 

 

北海道では、道東、道央、道南の地域と、平坦地と山麓からなる内陸部と沿岸部の地形に

よって生育期間の気象条件が大きく異なる上、加工用途と銘柄によっても品種が異なること

から、奨励品種数は現在 19 品種となっている（表１）。 

 

表１ 北海道の奨励品種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道における奨励品種の主な特性は表２の通りである。 

 

表２ 北海道の大豆奨励品種の特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 年、北海道農政部では、良質豆類の安定生産のために「道産豆類地帯別栽培指針」を

作成し、道内をⅠ～Ⅵの６地帯に区分して品種選定を含む栽培指針を提示している（表３）。 

 

地帯内での品種選定のポイントとしては以下の通りである。 

・開花後の低温により臍周辺の着色が発生する危険地帯では着色抵抗性の品種を選択する。 

・近年、わい化病の発生が道央から道東へと拡大しているが、わい化病が多発する地域では

中生光黒
( 0.1)

キタムスメ
( 2.7)

ユウヅル
( 1.8)

トカチクロ
( 0.2)

トヨムスメ
(13.1)

スズマル
(13.0)

トヨコマチ
( 6.5)

ツルムスメ
( 2.7)

音更大袖
( 2.3)

大袖の舞
( 0.6)

トヨホマレ
( 9.5)

ハヤヒカリ
( 0.8)

いわいくろ
( 5.6)

ユキホマレ
(37.2)

ユキシズカ
( 3.8)

トヨハルカ
( 3.3)

ゆきぴりか
( 0.3)

タマフクラ
( 0.1)

十育247号
(－)

注1）採用年次の古い品種順に記載。

注2）水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表（2008年3月）を一部改変。

注3）括弧内は2008年産の北海道の作付面積24,000haに対する品種別作付比率（％）。

品種名

シスト
センチュウ

わい化病 茎疫病 耐冷性 着色 裂莢性 耐倒伏性

ハヤヒカリ 中生の早 弱 弱 －／弱 強 － 難 強

キタムスメ 中生 弱 弱 弱／弱 強 － 易 中

トヨコマチ 中生の早 強 弱 強／弱 やや強 強 易 強

ユキホマレ 中生の早 強 弱 強／強 強 強 難 強

ゆきぴりか 中生の早 強 弱 強／強 強 強 易 強

十育247号 中生の早 極強 弱 強／強 強 強 難 強

トヨホマレ 中生 弱 弱 －／弱 強 強 易 強

トヨムスメ 中生 強 弱 強／強 中 弱 易 強

トヨハルカ 中生 強 中 強／強 強 強 中 強

ツルムスメ 中生 弱 やや強 弱／弱 中 － 中 強

ユウヅル 晩生 弱 弱 強／弱 － － 易 中

タマフクラ 晩生 弱 弱 強／強 中 極強 易 強

ユキシズカ 中生の早 強 中 強／強 中 強 中 強

スズマル 中生 弱 中 強／弱 中 強 中 強

音更大袖 中生 弱 弱 弱／弱 強 － 易 中

大袖の舞 中生 強 弱 強／弱 中 強 易 強

トカチクロ 中生 弱 弱 －／弱 中 － 易 中

いわいくろ 中生 弱 やや強 －／弱 やや強 － 易 中

中生光黒 晩生の早 弱 弱 －／強 やや強 － 易 やや弱

注）茎疫病はレース群Ⅰ／レース群Ⅱの一部レースに対する抵抗性を示す。

黒大豆

青大豆

小粒白目

極大粒白目

大粒白目

中粒白目

中粒褐目

環境抵抗性病虫害抵抗性
熟期区分 品種名
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わい化病抵抗性品種を選択する。 

・シストセンチュウの被害が予想される畑では抵抗性品種を選択する。 

・コンバイン収穫を行う場合、秋季に天候条件が良く乾燥する地域では難裂莢性の品種を選

択する。 

・コンバイン収穫に際しては最下着莢節位高が高い品種を選ぶことも重要である。また、土

壌が肥沃で茎葉が繁茂する地域や日照が少なく生育が軟弱になりがちな地域では耐倒伏性が

強い品種を選択する。 

・転換畑等の排水不良畑では茎疫病が発生しやすいことから、同病に対する抵抗性にも考慮

する。 

 

表３ 北海道の大豆栽培地帯区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．東北地域における大豆品種の作付け動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．東北地域 

 

東北地域は、青森県北部の北緯 41°から福島県南部の北緯 37°の南北に長く位置し、夏季

の日長時間もその間で差が大きい。また、中央に奥羽山脈が南北に走り、その東西に北上山

地・阿武隈高地と出羽山地がそびえ、日本海側は冬の到来が早く、多雪であり、太平洋側は

地帯
区分

該当地域
積算気温
（６～９月）

無霜期間 適応熟期 適応品種

Ⅰ
網走（中央部を除く）、
上川北部の一部、
宗谷南部の一部

2000℃前後 125～130日
早生～

中生の早
トヨコマチ、ハヤヒカリ、ユキホマレ、
ゆきぴりか、十育247号

Ⅱ
十勝（中央部を除く）、
網走中央部、上川中北部、
留萌、後志の羊蹄山麓

2000℃前後 130～140日
中生の早～

中生

キタムスメ、トヨコマチ、音更大袖、
大袖の舞、ハヤヒカリ、ユキホマレ、
ユキシズカ、ゆきぴりか、十育247号

Ⅲ
十勝中央部、上川中南部、
日高、後志（羊蹄山麓を除く）

2100～
2200℃

140～150日 中生

キタムスメ、トカチクロ、トヨムスメ、
スズマル、トヨコマチ、ツルムスメ、
音更大袖、大袖の舞、トヨホマレ、
いわいくろ、ユキホマレ、ユキシズカ、
トヨハルカ、ゆきぴりか、十育247号

Ⅳ
空知、石狩、胆振東部、
胆振西部、渡島北部

2100～
2200℃

150～160日
中生～

中生の晩

中生光黒、トヨムスメ、スズマル、
ツルムスメ、いわいくろ、ユキホマレ、
トヨハルカ、ゆきぴりか、十育247号

Ⅴ 桧山北部、渡島南部 2200℃前後 160日以上
中生の晩～

晩生
中生光黒、ユウヅル、タマフクラ

Ⅵ 桧山南部 2300℃前後 165日以上 晩生 ユウヅル、タマフクラ

注）道産豆類地帯別栽培指針（1994年、北海道農政部）を一部改変。
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夏のやませの影響を受けるが秋が比較的長い。この多様な気象条件下で各県独自の品種採用

により奨励品種数は現在４～９品種となっている（表４）。 

 

表４ 東北地域の奨励品種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北地域における奨励品種の主な特性は表５の通りである。 

 

表５ 東北地域の大豆奨励品種の特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北地域の大豆栽培は、主力品種の熟期により以下の３地帯に大別される。 

“中生の早”が主体の地帯Ⅰには青森県、秋田県、山形県沿岸が含まれ、「リュウホウ」、

「おおすず」等、“中生”～“中生の晩”が主体の地帯Ⅱには岩手県、山形県内陸が含まれ、

「スズカリ」、「ナンブシロメ」、「エンレイ」、「タチユタカ」等、“中生の晩”～“晩生”

モザイク
ウイルス

シスト
センチュウ

ユキホマレ 極早生 － 強 強 中

オクシロメ 中生の晩 中 強 弱 中

ワセスズナリ 早生 中 強 強 中

ナンブシロメ 中生 中 強 弱 中

スズカリ 中生 中 強 強 中

リュウホウ 中生 中 強 強 中

タンレイ 中生の晩 中 弱 強 中

スズユタカ 中生の晩 強 強 中 中

タチユタカ 中生の晩 強 弱 強 中

ふくいぶき 中生の晩 強 強 強 中 高イソフラボン

すずさやか 中生の晩 強 強 中 中 リポキシゲナーゼ全欠失

きぬさやか 晩生の早 強 弱 中 中  リポキシゲナーゼ全欠失グループAアセチルサポニン欠失

おおすず 中生の早 中 弱 強 中

エンレイ 中生 中 弱 中 高

あやこがね 中生の晩 強 弱 強 中

タチナガハ 晩生の早 中 弱 強 中

ミヤギシロメ 晩生 中 弱 弱 高

里のほほえみ 晩生 強 弱 強 高

鈴の音 早生の晩 中 弱 強 中

すずほのか 中生の早 強 弱 強 高

コスズ 中生 中 弱 中 中

すずかおり 中生 強 弱 強 中

青丸くん 中生の早 中 弱 強 中

秋試緑1号 中生 弱 弱 強 中

あきたみどり 晩生の早 弱 弱 やや強 中

黒大豆 南部黒平 中生 － 弱 強 中

中粒白目

大粒白目

小粒白目

青大豆

タンパク
含量

備考
病虫害抵抗性

区分 品種名 熟期 耐倒伏性

県名

青森
4,700ha

オクシロメ
( 2.0)

ワセスズナリ
(－)

スズカリ
(－)

おおすず
(96.0)

岩手
4,790ha

ナンブシロメ
(37.8)

スズカリ
(19.3)

コスズ
( 2.5)

鈴の音
(－)

南部黒平
( 0.5)

青丸くん
( 0.6)

ユキホマレ
( 0.7)

すずほのか
(－)

リュウホウ
(13.6)

宮城
12,100ha

ミヤギシロメ
(38.7)

タンレイ
(33.0)

スズユタカ
( 1.2)

コスズ
( 1.8)

あやこがね
( 7.7)

タチナガハ
(13.9)

きぬさやか
( 2.9)

すずほのか
( 0.0)

秋田
10,400ha

タチユタカ
( 5.0)

コスズ
( 1.1)

リュウホウ
(80.9)

秋試緑1号
( 0.5)

おおすず
(－)

あきたみどり
( 0.7)

すずさやか
( 9.9)

山形
7,380ha

タチユタカ
(11.2)

リュウホウ
(22.2)

すずかおり
( 0.9)

エンレイ
(55.8)

里のほほえみ
(－)

福島
3,310ha

スズユタカ
(30.2)

コスズ
( 1.0)

タチナガハ
(48.2)

ふくいぶき
( 4.7)

おおすず
( 0.5)

すずほのか
(－)

あやこがね
(－)

注1）採用年次の古い品種順に記載。

注2）水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表（2008年3月）を一部改変。

注3）県名下段は2008年産の各県の作付面積（ha）、括弧内はそれに対する品種別作付比率（％）。
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が主体の地帯Ⅲには宮城県、福島県が含まれ、「ミヤギシロメ」、「タンレイ」、「タチナガ

ハ」、「スズユタカ」等が、各々、作付けされている。 

 

東北地域での品種選定のポイントとしては以下の通りである。 

・ダイズモザイク病の主要病原であるダイズモザイクウイルスのレースＡとＢは東北全域、

ＣとＤは東北南部に分布しているので、地域に応じたレース別抵抗性品種を選択する。 

・連作等により畑地化が進むとシストセンチュウ発生の危険が高まるので品種の抵抗性に注

意し、シストセンチュウの被害が予想される畑では抵抗性品種を選択する。 

・コンバイン収穫に際して、最下着莢節位高が高く、耐倒伏性が強い品種を選択する。 

 

３．関東・東山地域 

 

関東・東山地域は、関東平野の北部に位置する北関東から秋大豆の栽培や晩播栽培が十分

可能な南関東と標高差の大きく地形の複雑な東山地域からなり、奨励品種数は現在１～８品

種となっている（表６）。 

 

表６ 関東・東山地域の奨励品種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東・東山地域における奨励品種の主な特性は表７の通りである。 

 

表７ 関東・東山地域の大豆奨励品種の特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モザイク
ウイルス

シスト
センチュウ

中粒褐目 フクユタカ 晩生 中 － 中 中

サチユタカ 中生の晩 中 弱 強 高

ナカセンナリ 晩生の早 中 強 強 中

タマホマレ 晩生 中 弱 強 低

エンレイ 中生 中 弱 中 高

オオツル 中生の晩 中 弱 中 中

あやこがね 中生の晩 強 弱 強 中

タチナガハ 晩生の早 中 弱 強 中

ギンレイ 晩生の早 極強 弱 強 低

ハタユタカ 晩生の早 強 強 中 中

タチホマレ 晩生の早 強 弱 強 中

極大粒白目 つぶほまれ 中生の晩 強 弱 強 中

すずこまち 中生 強 弱 中 中

納豆小粒 晩生の早 中 弱 弱 中

すずろまん 晩生の早 強 弱 中 中

小粒白目

大粒白目

中粒白目

タンパク
含量

区分 品種名 熟期
病虫害抵抗性

耐倒伏性

県名

茨城
4,730ha

納豆小粒
(46.2)

タチナガハ
(48.4)

ハタユタカ
( 5.4)

栃木
4,970ha

タチナガハ
(92.0)

群馬
407ha

オオツル
(20.9)

タチナガハ
(49.1)

ハタユタカ
( 2.5)

埼玉
713ha

エンレイ
( 1.9)

タチナガハ
(76.9)

千葉
1,000ha

タチナガハ
( 7.8)

フクユタカ
(38.9)

サチユタカ
(11.9)

山梨
322ha

エンレイ
( 3.1)

ナカセンナリ
(47.5)

タマホマレ
(－)

あやこがね
( 4.7)

長野
2,460ha

ナカセンナリ
(60.2)

タチナガハ
(21.7)

ギンレイ
( 8.9)

すずこまち
( 0.0)

つぶほまれ
( 3.7)

あやこがね
( 0.2)

タチホマレ
( 0.2)

すずろまん
( 1.1)

静岡
408ha

フクユタカ
(99.0)

注1）採用年次の古い品種順に記載。

注2）水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表（2008年3月）を一部改変。

注3）県名下段は2008年産の各県の作付面積（ha）、括弧内はそれに対する品種別作付比率（％）。

品種名
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関東・東山地域での品種選定のポイントとしては以下の通りである。 

・ダイズモザイク病の主要病原であるダイズモザイクウイルスの発生地域に応じたレース別

抵抗性品種を選択する。 

・連作等により畑地化が進むとシストセンチュウ発生の危険が高まるので品種の抵抗性に注

意し、シストセンチュウの被害が予想される畑では抵抗性品種を選択する。 

・コンバイン収穫に際して、最下着莢節位高が高く、耐倒伏性が強い品種を選択する。 

 

４．北陸地域 

 

北陸地域は、４県とも共通してエンレイを重視した奨励品種の構成となっている（表８）。 

 

表８ 北陸地域の奨励品種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北陸地域における奨励品種の主な特性は表９の通りである。 

 

表９ 北陸地域の大豆奨励品種の特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北陸地域での品種選定のポイントとしては以下の通りである。 

・ダイズモザイク病の主要病原であるダイズモザイクウイルスの発生地域に応じたレース別

抵抗性品種を選択する。 

・連作等により畑地化が進むとシストセンチュウ発生の危険が高まるので品種の抵抗性に注

意し、シストセンチュウの被害が予想される畑では抵抗性品種を選択する。 

・コンバイン収穫に際して、最下着莢節位高が高く、耐倒伏性が強い品種を選択する。 

 

モザイク
ウイルス

シスト
センチュウ

フクシロメ 早生の晩 中 強 強 中

たまうらら 中生の早 中 弱 強 中

エンレイ 中生 中 弱 中 高

オオツル 中生の晩 中 弱 中 中

あやこがね 中生の晩 強 弱 強 中

東山213号 中生の晩 強 弱 強 高

タチナガハ 晩生の早 中 弱 強 中

里のほほえみ 晩生 強 弱 強 高

コスズ 中生 中 弱 中 中

すずろまん 晩生の早 強 弱 中 中

中粒白目

区分 品種名 熟期
病虫害抵抗性

耐倒伏性
タンパク

含量

大粒白目

小粒白目

県名

新潟
7,320ha

エンレイ
(95.8)

コスズ
( 0.6)

あやこがね
( 1.8)

たまうらら
(－)

タチナガハ
( 0.2)

すずろまん
( 0.3)

富山
5,350ha

エンレイ
(89.8)

オオツル
(10.2)

東山213号
(－)

石川
1,740ha

エンレイ
(83.0)

福井
1,400ha

エンレイ
(93.4)

フクシロメ
(－)

あやこがね
( 3.2)

里のほほえみ
(－)

注1）採用年次の古い品種順に記載。

注2）水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表（2008年3月）を一部改変。

注3）県名下段は2008年産の各県の作付面積（ha）、括弧内はそれに対する品種別作付比率（％）。

品種名
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西日本の品種選定とそのポイント 

 

                       近畿中国四国農業研究センター 

                                           大豆育種研究近中四サブチーム  岡部 昭典 

 

１．はじめに 

 今回解説する西日本は東海、近畿、中国、四国、九州地域を含み、平坦地から中山間地まで、

また、太平洋側から日本海側まで複雑な地形及び気象条件の中で大豆栽培が行われている。これ

らの地域は概して大豆生育期の気温が高く、日射量も多いため栽培可能期間は比較的長い。また、

日本海側や一部の山間部を除いて冬季の気候が比較的温暖で、麦類等と組み合わせた多様な作付

体系を実施することが可能である。一方、当地域では播種期が梅雨期に重なるため適期播種が困

難になったり、気温が高いためカメムシ等の病害虫の発生が多いなど安定生産を阻害する要因も

多く、現場からはこれらの対策が強く求められている。 

 このような背景の中で、各地域の大豆生産の現状及びそこで実践されている栽培技術、さらに

新たに開発された技術をふまえた上で、これらの地域と栽培方法に適し、高品質で安定多収の大

豆生産を実現するための品種選定について解説する。 

 

２．西日本における大豆生産の現状 

１）作付面積 

 西日本の大豆作付面積は全体で約 50,000ha であるが、このうち約半分が九州での作付となって

おり、その他の地域の作付面積は 7,000ha～10,000ha で同程度の水準である。過去 10 年の作付面

積の推移を見ると、九州では平成 13 年に大きく増加して 25,000ha を越えたが、平成 17 年以降は

22,000～23,000ha で一定している。その他の地域では、東海及び近畿が漸増傾向にあるのに対し、

中国四国は平成 14 年以降、漸減傾向が続いており、他の地域との差が開きつつある（図１）。 
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図１ 近畿・中国・四国地域における大豆作付面積の推移

東海

近畿

中国四国

九州

（農林水産省「大豆に関する資料」より作図）
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２）単収 

 当地域の大豆単収は九州を除いて、全般に全国平均より低い水準にある（図２）。九州は概し

て全国平均より高い水準で推移しているが、平成 16 年や 18 年のように極端に減収する年もあり、

これは台風被害や梅雨の長雨による影響と見られる。一方、東海、近畿、中国四国の各地域にお

ける過去 10 年間の単収は、ほとんどの年次で全国平均を下回っており、栽培技術の改善とともに

多収品種の育成とその普及が急務となっている。 

 

 

 

３）品質 

 当地域産大豆の品質に関しては、大豆検査等級における上位等級比率（２等以上）で比較する

と、東海産と九州産は全国平均を上回る年が多いが、近畿産は全国平均並み、中国四国産は各年

次ともかなり下回っている（図３）。中国四国産が３等以下の下位等級に格付けされる原因とし

ては、汚損粒やしわ粒等の被害粒の比率が高いことが指摘されている。汚損粒の発生要因の一つ

に青立ちが関係しているので、青立ちの発生が少ない品種を選定することがポイントになる。ま

た、コンバイン収穫では 下着莢位置が一定以上高い品種を選ぶことも、汚損粒を防ぐ上で重要

である。 
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図２ 近畿・中国・四国地域におけるダイズ単収の推移

東海
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中国四国
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（農林水産省「大豆に関する資料」より作図）
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図３．大豆検査等級における上位等級比率
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（農林水産省「大豆に関する資料」より作図）
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表１．大豆作付面積規模別農家割合（平成17年）

～0.1ha 0.1～0.5ha 0.5～1.0ha 1.0ha～
全国 34.0 37.0 13.0 11.0
都府県 36.0 38.0 13.0 8.0
北海道 6.0 11.0 12.0 68.0
東北 39.0 46.0 19.0 12.0
関東 46.0 27.0 8.0 9.0
北陸 20.0 43.0 18.0 9.0
東海 67.0 25.0 6.0 6.0
近畿 41.0 37.0 7.0 4.0
中国 40.0 31.0 4.0 1.0
四国 47.0 19.0 3.0 1.0
九州 14.0 47.0 24.0 15.0

農家戸数割合 (％)

（農林水産省「大豆に関する資料」より）

広島県世羅町の中小規模大豆圃場 福岡県筑前町の大規模大豆圃場 

４）大豆作付規模 

 大豆作付面積の規模別農家割合を見ると、西日本では九州を除いて 0.1ha 以下の小規模作付の

割合が高く、全体の 40％以上を占めており、逆に 1ha 以上の大規模作付はほとんど無い状況で、

全国平均に比べてもかなり小規模農家の割合が高い。一方、九州では大規模作付の割合が全国平

均より高く、1ha 以上の作付割合は北海道に次いで高い水準にある（表１）。 

 一戸当たり大豆作付面積の増加割合を見ると東海の増加が著しく、昭和 60 年に比べて平成 17

年は８倍以上であり、全国で も高い増加割合となっている。逆に中国及び四国は増加割合が全

国平均よりかなり低い状況にある（表２）。 

西日本の典型的な大豆圃場として、中国地域中山間（広島県世羅町）の中小規模大豆圃場と九

州地域平坦部（福岡県筑前町）の大規模大豆圃場の例を図４に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．中国地域及び九州地域の典型的な大豆圃場 

 

 

  

表２．一戸当たり大豆作付面積の増加割合

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年
全国 100 150 75 450 625
都府県 100 157 71 400 600
北海道 100 103 125 242 283
東北 100 138 63 325 550
関東 100 157 71 457 614
北陸 100 186 43 586 800
東海 100 160 80 520 860
近畿 100 183 83 350 433
中国 100 133 50 233 283
四国 100 140 60 220 260
九州 100 164 82 345 509

一戸当たり作付面積の増加割合(S60を100として)

（農林水産省「大豆に関する資料」より）
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３．西日本における大豆栽培 

１）播種 

(1)播種期 

 多収を得るためには適期播種に努めることが重要である。播種時期が適期よりも早すぎると栄

養成長期間が長くなって過繁茂になりやすく、倒伏の危険性が増すとともに、莢付が悪くなって

青立ちの要因ともなる。逆に適期よりも遅すぎると生育量が小さくなって収量が低下するととも

に、小粒化や霜害を受ける要因ともなる。 

 表３に西日本の大豆主産県におけ

る播種 盛期を示した。降雨等気象

条件により、年次によって若干変動

するものの地域によってほぼ一定で

あり、また、西日本の中でも播種時

期が栽培地によって異なることがわ

かる。播種期は前後作や水稲の田植

え作業等との関係でずれ込むことが

あるが、適期幅の中で播種すること

が多収を得る上で重要である。播種

期の可動範囲は、温暖地で 4 週間、

暖地では 3 週間以内と考えられる

（大久保．1980）。 

 

(2)種子予措 

 多収を得るためには、まず第一に出芽、苗立ちを安定化させなければならない。そのためには

紫斑病等の種子伝染性病害に罹病した種子を除去して健全な種子を播種することが重要である

が、完全に除去することは困難なのでチウラム・ベノミル水和剤等の種子粉衣によって防除する。 

 このような病害対策の種子予措の他に、出芽、苗立ちの安定化対策として、近年、種子の調湿

処理が提唱されている。暖地・温暖地の播種期は梅雨期に相当し、さらにその大部分が排水不良

の水田転換畑で栽培されていることから、播種直後の降雨等により圃場が冠水状態になった場合

には、水に浸かった種子は湿害を受けて出芽・苗立ちが著しく低下する。そこで、播種前の種子

の含水率を 15％程度まで高めることによって、冠水障害を大幅に軽減し、発芽時の湿害を回避す

る技術が開発された（中山他．2005）。さらに、実用レベルの技術として、播種前に種子重量の

1～2％の水を加えてから水稲用育苗箱に詰めて積み重ねることで、簡便かつ大量に大豆の出芽率

ならびに出芽揃いを高めるための種子水分調整法も開発されている（図５）。この他に、穀物用

循環型乾燥機を利用した大豆種子水分含有率の大規模調整法も開発されている。 

  表３．西日本の大豆主産県における播種最盛期（月日）

2002 2003 2004 2005 2006 平均

岐阜 7.12 7.18 7.11 7.13 7.21 7.15

愛知 7.11 7.06 7.09 7.11 7.19 7.11

三重 7.06 7.14 7.08 7.12 7.17 7.11

滋賀 6.22 7.02 6.22 6.26 7.01 6.27

兵庫 6.19 6.23 6.18 6.20 6.24 6.21

岡山 6.18 6.22 6.17 6.23 6.22 6.20

広島 6.17 6.19 6.18 6.18 6.22 6.19

山口 6.19 6.24 6.18 6.20 6.19 6.20

愛媛 7.06 7.14 7.09 7.13 7.12 7.11

福岡 7.15 7.30 7.14 7.20 7.28 7.21

佐賀 7.10 7.28 7.08 7.15 7.14 7.15

熊本 7.09 7.13 7.09 7.12 7.15 7.12

大分 7.16 7.28 7.13 7.18 7.27 7.20

  注．農林水産省「大豆に関する資料」より

年　　　次
主産県
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(3)施肥 

 大豆は多量の窒素を吸収・同化するといわれているが、基肥窒素の多施は根粒菌着生や窒素固

定を阻害するので、基肥には初期生育を促進するのに必要な量だけ施要することが望ましい。前

作が野菜等で窒素を多用し、収穫後も土壌中に窒素が残存している場合は無施用でも問題ない。

一方、生育後期には窒素の大半を吸収するため、窒素追肥の増収効果が期待されるが、土壌肥沃

度や収量水準が高い場合は効果が低くなるので注意が必要である。また、栄養生長が盛んで多収

例の多い暖地では追肥効果が低いことも報告されており、西日本では近畿以外は窒素追肥の実施

面積は全国平均を下回っている。 

 近年、省力化や狭畦密植栽培で追肥作業が困難な場合、緩効性窒素肥料の使用も検討されるよ

うになった。緩効性窒素肥料は窒素溶出が持続的で根粒への影響が小さく、生育後期にも窒素供

給を行えるので追肥と同様の効果が期待できるが、速効性肥料に比べると価格が高いので経済性

を考慮して使用を検討する必要がある。 

 

(4)栽植密度 

 適栽植密度は気象条件や土壌条件の影響を受け、また、播種期や品種によっても異なってく

る。暖地や温暖地では概して播種適期幅は広いが、晩播になるほど生育量が小さくなるので、密

植により生育量の不足をカバーする必要がある。また、生育量の大きい晩生種を密植すると倒伏

の危険性が増すが、早生種や近年育成されたコンパクトな草型の品種は密植に適応する。 

 近年、畦幅を慣行栽培の半分程度の 30～40cm とする狭畦密植栽培が導入されつつある。この

栽培法による増収効果は議論のあるところではあるが、無中耕無培土による省力化栽培にもつな

がるため、今後の実用化に向けて各地で試験が実施されており、詳細は後述する。また、狭畦密

植栽培に適した系統の開発も進みつつあり、一部系統については奨励品種決定調査に供試される

段階にある。 

 

２）管理技術 

(1)中耕・培土 

 中耕培土は安定多収を得るための重要な管理作業として位置づけられてきた。中耕培土の効果

は雑草防除、倒伏防止、不定根の発生等であり、排水や畦間潅水の際にも利用できる。一方、全

作業時間の中で中耕培土作業が占める割合は一定程度を占めるため、狭畦密植栽培と組み合わせ

てこれを省略する省力化栽培もある。 

図５．大豆種子水分の大量調整法（牛尾他．2004）
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図７．簡易土壌水分計（黒瀬．2006） 

(2)灌水 

 暖地・温暖地では梅雨後に少雨となることが多く、旱魃が発生しやすい。転換畑では灌漑用水

が比較的容易に利用できるので、灌水により旱魃を防止することが可能である。夏季の旱魃時期

は大豆の開花期と重なり、この時期の水分不足は落花・落莢による収量低下のみならず、青立ち

の発生要因ともなる。特に莢の伸長始め～粒肥大始めの旱魃が収量低下及び青立ちに も大きく

影響することが示されており、この時期には特に土壌乾燥に注意して適宜灌水することが重要で

ある（図６）。 

 

図６．特定の期間に土壌乾燥した場合の収量比（％）と青立ちの程度（竹田．2006） 

 

 大豆圃場における灌水時期を簡単に把握できる簡易水分計

も開発されている。この装置はポーラスカップ、透明の塩ビ

管、シリコン栓で構成され、ポーラスカップと塩ビ管を接着

した構造である（図７）。これを土壌に挿し、塩ビ管内に水

（水道水で可）をいっぱいまで入れ、シリコン栓で蓋をして

測定する。土壌が乾燥すると塩ビ管内に空気が入り込むので、

上部にたまった空気層の厚さを読み、灌水の必要時期を判定

できる。 近、市販されるようになったので、一般農家でも

入手可能である。 

 

 

 

 

 

(3)雑草防除 

 雑草対策としては、播種時の土壌処理剤と中耕培土を組み合わせることで、高い除草効果が期

待できる。イネ科雑草が優占する圃場では生育期のイネ科選択性茎葉処理剤も効果的であるが、

生育期の広葉雑草対策が課題であった。しかし近年、ベンタゾンが大豆に対しても農薬登録され、

生育期の茎葉処理剤として利用可能になった。ベンタゾン処理により大豆の葉に一過性の斑点や

褐変等の薬害が生じるが、新しく生じる葉は健全であるといわれている。現在、西日本に普及し

ている一般品種にベンタゾン感受性の品種はないと見られるが、日射が強く高温条件下では薬害

を助長することがあるので注意が必要である。 
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図８．葉腐病の症状 

（竹原．2006） 

(4)病害虫防除 

 病害虫の発生は地域によって異なるため、各地の発生状況を把握

して防除することが重要である。特に、暖地・温暖地は気温が高い

ため害虫の発生が多く、その対策を怠ると大幅な減収となるため、

発生予察等に注意しながら適期に防除する必要がある。当地域では

カメムシ類の被害が大きく、莢や子実を吸汁するため収量及び品質

に直接影響するだけでなく、青立ちの要因ともなる。対策としては

薬剤防除になるが、子実肥大期以降、発生状況を観察しながら早め

の防除を行う。また、ハスモンヨトウの被害も多いが、老齢幼虫は

薬剤による防除効果が低下するので、若齢幼虫のうちに防除を実施

することが重要である。また、ハスモンヨトウに対し従来品種より

も抵抗性を強化した品種も 近育成されたので、その活用が期待さ

れる。 

 近年、イネ紋枯病菌が大豆の生育初期の立枯性病害や生育後期の

葉腐病に関係していることが明らかになった。葉腐病は暖地・温暖地において高温・多湿条件で

発生することが確認されており、葉の腐敗のみならず、重症株では

莢の腐敗、落莢、さらに青立ちも引き起こす（図８）。発病の予防

としては排水対策を徹底し、株内の湿度を高めないことが重要であ

る。 

 

４）大豆 300A 研究について 

(1)暖地・温暖地での大豆 300A 研究の成果 

 農業技術研究機構（当時）では、大豆の収量 300kg/10a、A クラス品質の生産を実現する大豆新

栽培システムを開発するために、「大豆３００A 研究センター」を平成 14 年に設置し、中央農業

総合研究センター及び各地域農業研究センターに７つの「大豆研究チーム」を立ち上げ、各地域

の条件に応じた大豆栽培技術の開発に取り組んだ。大豆 300A 研究は平成 17 年まで実施され、開

発した新技術については、水田農業経営への定着化が図られている。暖地・温暖地における大豆

300A 研究の主な研究成果を表４に示す。 

 

担当チーム 開発した新技術 技術の内容

東海大豆研究チーム
小明渠作溝同時浅耕
播種技術

小規模明渠作溝、大豆の浅耕同時施肥播種と一般管理作業
を行う新たな作業体系を開発

近畿中国四国大豆研
究チーム

小型不耕起密条播種
技術

梅雨期でも大豆播種作業を安定して行える、中山間の中小
規模圃場に適した小型不耕起密条播種機とそれを利用した
栽培システムの開発

九州大豆研究チーム
多条播・同時作溝栽
培技術

耕起・作溝・播種を同時に行い、作業時間を短縮して梅雨
でも適期に播種するとともに、山型鎮圧輪で湿害時の出芽
を向上する技術の開発

　表４．暖地・温暖地の大豆300A研究によって開発された新技術
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(2)不耕起狭畦無培土栽培 

 近畿中国四国大豆研究チームで開発した小型不耕起播種機による不耕起狭畦無培土栽培につい

て解説する。 

①小型不耕起播種機の開発 

 従来の栽培法では耕耘後に降雨があると圃場が軟弱になり、播種作業を実施できるまで時間を

要したが、不耕起栽培では降雨後も表層部の土壌硬度は比較的高いため播種作業が計画通りに行

える利点がある。したがって、不耕起栽培は播種期が梅雨期と重なる暖地・温暖地においては大

きな意義を持ち、適期播種による安定収量を確保するための重要な技術となる。また、近畿中国

四国地域ではカオリン系土壌が広く分布しているが、この土壌ではロータリーで細かく耕耘した

後で降雨があると土壌表面にクラストが生じたり、土壌全体が硬化してしまい、出芽障害の原因

になる。不耕起栽培では土壌表面に有機物が多く残り、団粒構造も発達しているため、クラスト

が生じにくく、安定的な出芽が期待できる効果的な播種技術となる。さらに、不耕起栽培は耕耘

作業を省略化し、耕耘、施肥、薬剤散布、播種を１工程で行えるなど極めて省力的であり、梅雨

の晴れ間の作業競合を軽減できる。 

当地域は中山間の中小規模圃場が多いため、そのような条件下の大豆栽培に適した小型不耕起

播種機の開発を行った。開発した不耕起播種機は、中耕爪を溝切り用の爪に交換した３連の中耕

ロータリに施肥機、播種機、農薬および除草剤散布機を取り付けたものであり、30 馬力から 45

馬力程度の小～中型トラクタに対応している。 

 爪ユニットの普通爪および直刃により播種溝、播種溝内の亀裂、および施肥溝の 3 本の溝を作

るのでトリプルカット不耕起播種機と称している（図９）。播種溝内の亀裂は根の直下への伸長

を促すとともに、降雨時の滞水を軽減させる。また、一工程で施肥、播種、農薬散布、除草剤散

布の４つの作業を行うことが可能である。さらに、爪ユニットの調整により畦間 30cm の狭畦密

植栽培に対応できる。 

 

 

 

図９．不耕起播種機の構造とトリプルカットの仕組み 
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②不耕起狭畦無培土栽培の現地実証試験結果 

 近畿中国四国大豆研究チームでは、中山間地域における水稲・麦・大豆の２年３作体系におい

て、梅雨時期に重なる麦作後の大豆播種作業を効率的に実施し、安定した収量を得るために、不

耕起狭畦無培土栽培を核とした現地実証試験に取り組んだ。試験実施場所は広島県中央部の中山

間地域（標高 250～360m）に位置する世羅郡世羅町及び三次市三良坂町の 2 カ所である。2003 年

から 2005 年の 3 カ年にわたって実施した試験結果を表５に示す。 

  2004 年は台風被害が多かったが、その他の年では概ね目標水準に近い結果を得ることが出来

た。現地実証試験を通じて確認できた不耕起狭畦密植無培土栽培の利点は以下の通りである。 

 a. 不耕起であるため降雨後でも圃場表層部は堅く、早期に圃場に入って播種作業が行える。 

 b. 耕耘作業を省略し、施肥・播種・殺虫剤及び除草剤散布を一工程で実施するため、作業時間

を慣行法より短縮でき、梅雨期の播種作業に適している。 

 c. 狭畦密植とするため大豆茎葉による地表面の被覆が早く雑草の発生も少ないため中耕培土を

省略でき、作業時間を短縮できる。 

 d. 培土を行わないため圃場が均平でコンバイン収穫の際に土石を拾わず、密植で着莢位置が高

く、茎も細くなるため茎水分低下が早くなるなどコンバイン収穫に適している。 

 

 一方、不耕起狭畦密植無培土栽培を実施するに当たって留意すべき点は以下の通りである。 

 a. 雑草対策が大きな課題であり、播種前に圃場に残っている雑草に対しては非選択制除草剤を

処理する。また、欠株や明渠部分に雑草が発生した場合は、生育期除草剤を処理する。 

 b. 圃場表面に滞水て湿害が発生しやすいため、明渠を作成して排水性を高める必要がある。 

 c. 播種量は慣行栽培よりやや多めの 6~8kg/10a 程度とし、晩播になるほど増やす。 

 

 このように、不耕起狭畦密植無培土栽培には解決すべき課題が残っているものの、大豆の省力

安定生産にとって有益な技術であり、今後の実用化に向けて改良を重ねている。 

 

　表５．不耕起狭畦無培土栽培の現地実証試験結果

播種日 播種量 苗立率 苗立本数 全刈収量 百粒重 外観品質

（月．日） (kg/10a) （%） （本/m2） （kg/10a） （ｇ） （検査等級）

2003年 世羅町 標播 6.26 7.1 95.1 19.7 271 34.1 3等～合格

三良坂町 標播 6.24 6.9 57.3 11.2 315 33.8 3等～合格

2004年 世羅町 標播 6.30 6.0 62.8 11.3 136 37.0 1等～ 2等

晩播 7.12 6.9 68.4 13.0 187 35.2 1等～ 2等

三良坂町 標播 7.01 6.3 72.7 15.1 264 37.1 2等

晩播 7.13 6.8 77.1 15.9 228 35.0 2等

2005年 世羅町 標植 7.07 11.5 72.0 25.8 316 38.4 2等

密植 7.07 8.5 78.0 20.7 295 37.7 2等

三良坂町 標播 6.24 7.2 79.7 18.0 259 38.6 2等～ 3等

晩播 7.08 8.0 91.9 23.1 258 37.5 2等～ 3等

試験年次 試験場所 区
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４．西日本における大豆品種の選び方 

１）地域別品種構成 

 西日本で栽培される品種は基幹品種に集約化される傾向にあるが、作付けされる品種は地域に

よって異なる（表６）。 

 

  表６．西日本における地域別大豆品種作付状況（2008年、上位10品種）

順
位

品種名
作付
面積
(ha)

作付
シェア

(%)
品種名

作付
面積
(ha)

作付
シェア

(%)
品種名

作付
面積
(ha)

作付
シェア

(%)
品種名

作付
面積
(ha)

作付
シェア

(%)

1 フクユタカ 9,700 96.0 オオツル 2,345 26.7 サチユタカ 3,145 43.4 フクユタカ 20,445 87.4

2 タチナガハ 70 0.7 フクユタカ 1,885 21.5 黒大豆 1,515 20.9 むらゆたか 2,507 10.7

3 すずおとめ 43 0.4 丹波黒 1,345 15.3 フクユタカ 891 12.3 トヨシロメ 231 1.0

4 タマホマレ 21 0.2 サチユタカ 921 10.5 タマホマレ 718 9.9 すずおとめ 97 0.4

5 アキシロメ 7 0.1 タマホマレ 516 5.9 トヨシロメ 179 2.5 キヨミドリ 46 0.2

6 オオツル 5 0.0 新丹波黒 381 4.3 アキシロメ 153 2.1 エルスター 27 0.1

7 美里在来 4 0.0 黒大豆 362 4.0 丹波黒 83 1.1 黒大豆 3 0.0

8 丹波黒 2 0.0 ことゆたか 204 2.3 香川黒１号 40 0.6 クロダマル 0 0.0

9 中鉄砲 2 0.0 エンレイ 109 1.2 のんたぐろ 23 0.3 0.0

10 つやほまれ 0 0.0 夢さよう 87 1.0 青大豆 21 0.3

  注．農林水産省「大豆に関する資料」より

東　　海 近　　畿 中国四国 九　　州

 

 

 地域別に主な栽培品種をみると、東海では「フクユタカ」の作付が圧倒的に多く、9 割以上の

作付シェアを誇る。2 位の「タチナガハ」は主に関東で栽培されているが、東海では岐阜県の一 

部で栽培されている。また、3 位の「すずおとめ」は納豆用品種であるが、平成 20 年から三重県

で認定品種として栽培されている。 

 近畿では比較的多数の品種が作付けられている。作付シェア 1 位の「オオツル」は滋賀、京都

で奨励品種になっており、大粒で光沢があり、蒸煮大豆は柔らかく色調が鮮やかで煮豆に適して

いる。2 位の「フクユタカ」は東海及び九州が主産地であるが、豆腐加工適性が高いことから、

近では滋賀県でも奨励品種に採用され、作付が拡大している。当地域の品種構成の特徴として

は煮豆用の黒豆の作付が多いことで、3 位の「丹波黒」、6 位の「新丹波黒」、7 位の「黒大豆」

等が相当する。4 位の「サチユタカ」は近年育成された多収で蛋白質含量が高い品種であり、作

付を拡大してきている。一方、5 位の「タマホマレ」は、以前は当地域で作付シェアが首位であ

ったが、蛋白質含量が低く豆腐加工適性が低いことから実需者に敬遠され、徐々に作付けが減少

して 10％を割り込むに至っている。 

 中国四国では「サチユタカ」が年々作付を増やしており、数年前から当地域の作付シェアが首

位となっている。2 位の「黒大豆」は主に岡山で栽培されている。3 位の「フクユタカ」は主に四

国で栽培されている。4 位の「タマホマレ」は、かつては当地域で圧倒的な作付シェアであった

が、豆腐加工適性が低いことから徐々に「サチユタカ」に置き換わっている。 

 九州では「フクユタカ」の作付が圧倒的に多く、2 万 ha 以上の栽培面積と 9 割近い作付シェア

を誇っている。2 位の「むらゆたか」は佐賀県で突然変異育種により育成された品種であり、「フ
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クユタカ」を白目に変えたもので、その他の特性はほとんど同一である。以上の 2 品種で九州の

大豆作付のほとんどを占める。 

 

２）近年育成された西日本向け品種 

 近年育成された西日本向け品種とその特性を表７に示したが、豆腐用を始め多様な用途向け

のものが多く、成分改良や特殊用途用の特徴ある品種が多いことに特色がある。 

品種名 登録年 育成地 特性の概要
奨励品種等
採用県（西日本）

エルスター 2000年 九州
中粒、偏球、裂莢性易、収量は「フクユタカ」並、耐倒伏性強、SCN抵抗性弱、
SMV圃場抵抗性強、蛋白質含量高、リポキシゲナーゼ欠失のため青臭みなく豆
乳加工適性に優れる

大分

サチユタカ 2001年 九州
大粒の小、球形、裂莢性易、裂皮性易、収量は「タマホマレ」以上、耐倒伏性強、
SCN抵抗性中、SMV抵抗性弱、蛋白質含量高

兵庫、奈良、鳥取、
島根、岡山、広島、
山口、高知

キヨミドリ 2002年 九州
青豆、大粒の小、裂莢性やや易、収量は「フクユタカ」以下、耐倒伏性強、SMV
抵抗性中、種皮と子葉が緑色、風味の優れた薄緑色の豆腐ができる

宮崎

すずおとめ 2002年 九州
納豆用、耐倒伏性強、裂莢性やや難、SMV抵抗性強、「納豆小粒」に比べて収
量はやや低・青立ち少・最下着莢高が高・裂皮少で納豆の加工に好適

熊本、三重

クロダマル 2004年 九州
黒豆、新丹波黒と同等の極晩生、極大粒の小、偏球、煮豆加工での製品歩留ま
り高く、煮豆の外観品質良好

つやほまれ 2004年 長野
「フクユタカ」より早熟、収量は「アキシロメ」以上、大粒、外観品質良好、SCN抵
抗性弱、SMV抵抗性強、豆腐加工適性高

岐阜

ことゆたか 2006年 九州
中粒、裂皮比較的少、耐倒伏性強、青立ち少、SMV抵抗性強、蛋白質含量高、
豆腐加工適性高

滋賀

あやみどり 2008年 長野
青豆、大粒の小、裂莢性やや易、収量は「サチユタカ」より少、耐倒伏性でコンバ
イン収穫適性、SMV抵抗性、種皮と子葉が緑色、鮮やかな緑色の豆腐ができる

奈良

フクミノリ
(九州155号)

2010年 九州
ハスモンヨトウ抵抗性遺伝子をDNAマーカーを利用して抵抗性弱の「フクユタカ」
に導入し、抵抗性中に強化。成熟期、収量、子実の成分等は「フクユタカ」と同
等。豆腐加工に適する。

すずかれん
（九州156号）

2010年 九州
葉焼病抵抗性強、ハスモンヨトウ抵抗性やや強の長所を持つ。「すずおとめ」より
晩生で、百粒重がやや大きい。納豆加工に適する。

注．SCN：ダイズシストセンチュウ、SMV：ダイズモザイクウイルス

　　表７．近年育成された西日本向け品種の特性等

 

この中で、作付が急速に拡大しているのは「サチユタカ」で、主に近畿、中国地域において「タ

マホマレ」に置き換えて、普及が進んでいる。「サチユタカ」は耐倒伏性で多収であり、蛋白質

含量が高いため豆腐加工適性に優れる。このため、近畿、中国地域の多くの県で奨励品種に採用

され、地域の基幹品種となっている。 

「エルスター」はリポキシゲナーゼを欠失した品種で、青臭みがないため豆乳原料として優れ

ている。大分県で認定品種に採用された。 

 「キヨミドリ」は種皮、子葉とも緑色であり、ショ糖含量が「フクユタカ」より高く、風味の

優れた薄緑色の豆腐ができる。宮崎で奨励品種に採用された。 

 「すずおとめ」は納豆用の小粒種で、青立ちが少なく耐倒伏性もあるなど機械化適性に優れる

品種で、九州で初めて育成された納豆専用品種であり、三重県及び熊本県で認定品種に採用され

た。 

 「クロダマル」は煮豆用の極大粒黒豆で、煮豆加工での製品歩留まりが高く、煮豆の外観品質

も良好である。 

 「つやほまれ」は大粒で外観品質が優れ、豆腐加工適性が高い。ダイズモザイクウイルスに抵
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サチユタカの草姿（九州沖縄農研） 

つやほまれの草姿（長野野花試） 

抗性で、岐阜県で奨励品種に採用された。 

 「ことゆたか」は耐倒伏性で青立ちが少ないなどコンバイン収穫に適している。また、蛋白質

含量が高く、豆腐加工適性に優れ、滋賀県で奨励品種に採用された。 

「あやみどり」は種皮と臍が緑色で子実の外観品質が良く、淡緑色で甘みのある豆腐になる。

ダイズモザイクウイルスに抵抗性で、倒伏が少なく 下着莢位置が高いなど機械化適性も優れる。

奈良県で準奨励品種に採用された。 

「フクミノリ」はハスモンヨトウ抵抗性遺伝子を DNA マーカーを利用して抵抗性弱の「フクユ

タカ」に導入し、抵抗性中に強化した品種である。成熟期、収量、子実の成分等は「フクユタカ」

と同等で、豆腐加工に適する。 

「すずかれん」は葉焼病抵抗性強、ハスモンヨトウ抵抗性やや強の長所を持つ品種である。「す

ずおとめ」より晩生で、百粒重がやや大きい納豆用品種である。 

以上、近年育成された西日本向け品種の特性を解説したが、各品種の特徴を表す草本、子実、

または病害虫抵抗性の様子を示す写真を図 10 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10．近年育成された西日本向け品種の草本、子実、または病害虫抵抗性の様子（１） 

 

 

  

つやほまれ  タマホマレ 
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キヨミドリの子実（九州沖縄農研） 

クロダマルの子実（九州沖縄農研） 

あやみどりの子実（長野野花試） 

すずおとめの子実（九州沖縄農研） 

ハスモンヨトウ抵抗性‘中’のフクミ

ノリ（九州沖縄農研） 
葉焼病抵抗性‘強’のすずかれん

（九州沖縄農研） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10．近年育成された西日本向け品種の草本、子実、または病害虫抵抗性の様子（２） 

  

フクユタカ  キヨミドリ   信濃青豆 

フクユタカ    すずおとめ    納豆小粒 

あやみどり          信濃青豆 

上段：フクユタカ  下段：フクミノリ すずかれん      すずおとめ 
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３）狭畦密植栽培に適した品種育成の現状 

 近年、ダイズ栽培において多収化や省力化を目的とした狭畦密植無培土栽培が普及しつつあ

るが、従来の栽培条件とは異なるため品種の選定が重要になる。そこで特性の異なる多数品種・

系統を供試して、このような栽培条件に適した品種選定を総合的に行うため主成分分析を行った

ので、その結果を紹介する。 

主成分固有値の累積寄与率は第２主成分までで 63％であり、比較的高かったので、第１、第２

主成分（Z1,Z2）で検討した。因子負荷量は、Z1 では倒伏角度、押倒しモーメント比、主茎長、主

茎節数、分枝数、分枝節数、莢数が 0.6 以上で高く、百粒重は-0.6 以下になった。一方、Z2は生

育日数、 下着莢高、全重、子実重が 0.6 以上で、特に子実重は 0.873 と高い値を示した。したが

って Z1 は主茎長等の生育量が大きく倒伏しやすいことを、Z2は多収であることを示す指標と考え

られる。主成分スコアによる Z1,Z2の散布図（図 11）から、「四国２号」等の中晩生の育成系統及

び有限伸育型米国品種の一部（図中のⅠ）は、倒伏は中程度で多収のタイプであり、「四国１号」

や「サチユタカ」等の中生の育成系統及び国内品種の一部（図中のⅡ）は、倒伏は少なく、やや

多収のタイプであり、これらのタイプが耐倒伏性及び収量性の観点から狭畦密植無培土栽培に適

していると推察された。 
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赤莢(大阪)

新4号

玉揃
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四国1号
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赤莢(滋賀)

中鉄砲

八月大豆
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図11．狭畦密植栽培における12形質の主成分分析により得られた

主成分スコアによる供試品種・系統の散布図 （岡部他．2009）

（Ⅰ）

（Ⅱ）
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図 12．四国２号の草姿（育成地） 

四国２号  フクユタカ 

図 13．三重県農業研究所伊賀農業研究室における

「四国２号」の狭畦密植栽培試験 

近畿中国四国農業研究センターで開発した「四国２号」は草型が分枝閉鎖型で、狭畦密植栽培

に適応した一つのタイプとして関係府県へ配布してきた（図 12）。三重県では狭畦密植栽培を普

及させる中で、これに適した品種の選定を行ってきたが、「四国２号」の草型及び収量性に注目

し、奨励品種決定調査に供試してきた（図 13）。同県の過去４カ年の試験では、「四国２号」は

標準品種の「フクユタカ」に比べて倒伏程度が少なく、また、「フクユタカ」よりやや早生であ

りながら、ほとんどの試験年次及び栽培地において収量は上回った（表８）。また、狭畦密植条

件でも安定して「フクユタカ」より１割前後高い収量性を示しており、狭畦密植栽培適応性系統

として有望視している。 

 

 

 

 

 

試験地／年次 2006 2007 2008 2009

○ ◇ ○ ◇
106 116 145 106

○ ○ ○ ○
90 103(109) 117(116) 116(111)

表８．三重県における四国２号の奨励品種決定調査結果

三重農業研究所

三重農業研究所
伊賀農業研究室

注．上段の○はやや有望、◇は再検討を示す。

　　 下段の数値は標準品種（フクユタカ）の収量対比を示す。

     (   )内は狭畦密植栽培の結果。  
 

 

 一方、九州沖縄農業研究センターではサチユタカの戻し交配により、密植栽培に適した長葉・

少分枝型の系統「九州 161 号」及び「九州 162 号」を開発した（図 14）。両系統を供試して一般

農家の水田転換畑で密植栽培試験を行った結果、畦間 34cm の密植区でも倒伏せず（図 15）、フ

クユタカよりも多収を示した。 
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図 14．九州 161 号の栽植密度別の草姿 

左から 

６月播 10 本区 70cm×14cm １本立て 

７月播 20 本区 70cm×14cm ２本立て 

７月播 20 本区 70cm×7cm  １本立て 

７月播 22 本区 45cm×10cm １本立て 

７月播 44 本区 45cm×10cm 2 本立て 

 

図 15．九州 161 号の現地密植栽培の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 以上のように、狭畦密植栽培に適応した新系統も開発されつつあり、これらの品種化とその現

場への導入による安定多収化が期待される。 

 

４）品種選定のポイント 

 栽培する大豆品種の選定は、基本的には各府県の奨励品種の中から選ぶことになる。まず、地

域の気象条件や作期等を考慮して、条件に適合した成熟期群（早晩性）の品種を選定することが

必要である。開花まで日数と結実日数の長短により、大豆品種を生態型で分類したのが表９であ

る。暖地・温暖地における生態型の目安としては、東海はⅢc～Ⅳc、近畿はⅢb～Ⅳc、中国四国

はⅢc～Ⅳc、九州はⅣc～Ⅴc であるが、一部にこれから外れる品種も栽培されている。 

 

生態型
開花まで

日数
結実
日数

主な栽培地帯 西日本で栽培される主な品種

Ⅰa 極短 短 北海道

Ⅰb 極短 中 北海道

Ⅱa 短 短 東北北部

Ⅱb 短 中 東北全域

Ⅱc 短 長 東北全域、北陸、関東、東山 エンレイ、タチナガハ

Ⅲb 中 中 東北中南部、北陸、関東、東山、近畿 オオツル

Ⅲｃ 中 長 関東、東海、近畿、中国、四国、九州 タマホマレ、サチユタカ、アキシロメ

Ⅳc 長 長 関東南部、東海、近畿、中国、四国、九州 トヨシロメ、フクユタカ、丹波黒

Ⅴc 極長 長 九州

　　表９．開花まで日数と結実日数の長短による大豆品種の分類

注．生態型は、開花までの日数によるⅠ（約60日）、Ⅱ（約70日）、Ⅲ(約80日）、Ⅳ（約90日）、及びⅤ（100日以上）型の区

分と、結実日数によるa(約60日以下）、b（約60～80日）、c（約80日以上）型の区分を組み合わせることによりⅠa、Ⅰb、Ⅱa、

Ⅱb、Ⅱc、Ⅲb、Ⅲc、Ⅳc、Ⅴcの９つの生態型に区分されている（福井ら．1951）  
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 機械化栽培を重視し、品種に機械化適性を求める場合は、耐倒伏性があり、裂莢性が難で、

下着莢位置が高い品種を選定する必要がある。さらに、コンバイン収穫の際の汚損粒対策から青

立ちが少ないことも品種選定のポイントになる。また、近年普及しつつある狭畦栽培では密植適

性の高い品種を選ぶ必要があるが、前述のように草型改良により、このような栽培法に適した系

統も開発されているので、奨励品種決定調査等に供試して各府県の適応性を評価し、今後の現場

への積極的な導入に期待したい。 

 病害虫抵抗性の品種を導入することが望ましいが、すべての病害虫に抵抗性の品種は少ないの

で、栽培する地域で問題になっている病害虫を把握し、それに対して抵抗性の品種を選定するこ

とが重要である。例えば、ダイズモザイクウイルス(SMV)による褐斑粒の発生が問題になってい

る地域では SMV 抵抗性の品種を選定する必要がある。また、前述のように温暖地や暖地で被害の

大きいハスモンヨトウに対して従来品種よりも抵抗性を強化した品種も近年育成されている。 

これらの条件を考慮して栽培条件に応じた品種を選定することになるが、基本として多収性の

品種が求められるのは当然である。 

 一方、実需者や消費者ニーズに応じた品種を選定することも重要であり、一般的な大豆栽培で

は、仕向け量の多い豆腐の加工に適した品種を選定することが望ましい。また、納豆や煮豆等の

特殊用途のための大豆を生産する場合は、各用途の加工適性が高い品種を選定する必要がある。

近年、西日本向けに育成された品種の中には各種用途向けの品種が揃っており（表７）、品種選

択の幅が広まった。 

今後、付加価値の高い売れる大豆を生産するためには、実需者の動向を注視しながら、それに

応じた品種選定を行う必要がある。2005 年に近畿・中国・四国管内各府県の実需者の動きと要望

を取りまとめた結果を参考資料として以下に示す。 

  

参考資料：近畿・中国・四国管内各府県の実需者の動きと要望に関する取りまとめ結果（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀：県内産「オオツル」については、大粒１等のみが煮豆用として需要があるものの、大半は豆腐用、豆乳用

として利用されている。「フクユタカ」については、ロットのまとまりが出来つつあり一定の実需評価を

得ている。県内産大豆卸売業者、豆腐・湯葉業者は、加工適性の高い品種の安定供給・契約栽培を強く求

めており、県内実需からは「九州 136 号」の加工適性に高い評価と期待を得ている。 

京都：普通大豆については、一部地域で豆腐屋との契約栽培が行われている以外は、まとまった生産がなされて

いないが、京都産大豆で豆腐を作りたいという要望は強い。黒大豆は生産面積の減少や平成１５～１６年

の不作を受けて、流通量が不足しており、実需者から早急な生産拡大が求められている。これを受けて、

京都府では、平成１７年度より「ブランド京野菜等倍増戦略第２次プラン（黒大豆、小豆分野）」と題し

て、黒大豆の生産拡大や安定的な生産販売体制の再構築に取り組んでいる。 

兵庫：国産大豆は H15～16 年と２年連続の減産と価格高騰により、需要が減少傾向にあると予想されるため、全農の普

通大豆の販売においては、供給数量と販売価格の安定を基本に次の販売方針で実施。①早期の販路確保につな

げるため、早期集荷と早期上場・早期販売の実施、②入札取引による計画的販売と契約栽培・相対取引により次年

度につながる安定的な取引関係を確立、③契約栽培の推進・拡大。また、小売段階では価格高騰を背景に、国産

アイテムが減少しており、メーカーでは原料価格の高騰に対して、内容量の変更や利益の吐き出しなどを行ってい

るが、原油価格の高騰による燃料や包装コストの上昇もあり、国産大豆の使用は限界に達していると思われる。さら

に、流通問屋では価格高騰の影響を受け、従来の国産拡販路線から差別化商材として国産を取扱う傾向にある。 
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参考資料：近畿・中国・四国管内各府県の実需者の動きと要望に関する取りまとめ結果（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良：県内豆腐加工業者から、県内産大豆を利用したいという強い要望があり、ＪＡが契約栽培に取り組んでお

り、県内産大豆による豆腐が市販され、好評である。 

和歌山：豆腐等加工性に優れた高タンパク質の品種が望まれている。 

鳥取：県内産大豆は豆腐加工用が多く、地産地消の取り組みや消費者の安全・安心な農産物への関心の高まりな

どから、県内実需者の需要が拡大しつつあり、契約栽培などによりブランド化した豆腐作りに取り組んで

いるところもある。また、県内産・国産大豆は収量・品質の年次変動の激しいため、高品質な大豆の安定

供給が望まれている。 

島根：実需者との結びつきのある生産を進めるため、県外卸を通じた契約栽培が拡大している。実需者からの要

望等は以下のとおりである。1)サチユタカについては、豆腐加工適性に優れ使いやすいとの意見が多い。

生協も、豆腐の商品性については申し分なく、タマホマレからの切り替えを検討している。安定供給と、

価格の安定（相対取引・契約栽培）を望む意見が多い。2)タマホマレは、赤味噌の原料として貴重であり、

必要量は残して欲しいとの意見。またタマホマレを原料にした豆腐も固定したファンがいる。3)豆腐加工

業者からは、水分 12％以下で低温保管(大豆検査規格水分 15％以下とのミスマッチ)、製袋(ミシン縫い)で

の流通等の要望がある一方、紫斑、褐斑粒の混入は問題ない(豆腐、味噌加工性)とのコメントである。 

岡山：特に白大豆については、平成１６年産の流通量が少なく、県内業者が県産大豆を入手しにくい状況であっ

た。そのため、県産・国産離れが進み、輸入大豆のウエイトが増加している。 

広島：県内流通業者との播種前契約が拡大しつつある。また，県内産を使用した豆腐や豆乳などの加工・販売の

動きが活発化しており，均質で一定規模の原料大豆の安定的供給体制の確立と汚損粒防止や水分適正化な

どの品質管理の徹底が望まれている。 

山口：「サチユタカ」への奨励品種切り替えを契機に、豆腐を中心に県産大豆利用の機運が実需者レベルで高ま

っており、消費面では学校給食への導入、生産面では地域内の個人商店と生産組織との契約栽培等の事例

がみられるようになっている。また、昨年度から豆腐商工組合を中心に県産大豆「サチユタカ」100％豆腐

を、県内各地のスーパー等でシンボルマークを付して販売するなどのＰＲを行い、消費拡大を図る取組も

行っている。成分的にはタンパク 41％、水分 10.5～12.5％の品質のものが要望されているが、現状は産地

間差が大きいことから、気象変動や情勢変化に影響を受けない高品質大豆の安定供給が特に強く求められ

ている。本県で育成した黒大豆「山口１号」について、現地での栽培、焙煎茶への加工・販売の取り組み

を始めた。さらに納豆、煮豆用等としての利用も検討中である。 

徳島：ほとんどが味噌、豆腐等の加工用途であるが、業者からは製品への原料表示の関係からも数量を増加して

欲しいとの要望が大きい。 

香川： 近、食の安心、安全に対する消費者の関心は非常に高く、県内の消費者団体からも安全な県産大豆を使

用した大豆製品の安定供給が望まれおり、県内実需者からも県産の高品質大豆（農産物検査 1～2等相当）

を一定量確保するよう求められている。そこで、平成 16 年度から交付金大豆における契約栽培に取り組ん

でいる。 

愛媛：愛媛県の大豆集荷量は 400ｔ程度と少なく、実需者が希望している同一産地で同一品種のまとまった大豆

の生産は難しい状況にある。また、品質の年次間変動が大きく、高品質大豆の安定供給を望んでいる。豆

腐用としてフクユタカ、きな粉や納豆用としてタマホマレの評価が高く、特にタマホマレは近県でサチユ

タカが増えて生産量が減ったために希少価値が出ており、早急な品種更新の要望は少ない。しかし、県内

実需者との交流が少なくて十分な要望把握ができていないことから、今後は有利販売に結びつく情報収集

が必要である。 

高知：県産大豆を用いた豆腐生産が行われているが、単価が高い。より安価で、質の高い大豆が望まれる。 
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豆腐加工適性に関わる大豆種子成分 

作物研究所 大豆育種研究チーム  

戸田恭子 

 

１．豆腐製造法と加工適性 

 

 豆腐は代表的な大豆加工食品で、その製造法は図１に示すように極めてシンプルである。従っ

て、その品質は種子成分の特性によって大きく左右されると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

豆腐に加工しやすい大豆の条件には、 

（１） 吸水性が安定している。 

（２） 豆乳が絞り易く、抽出量が多い。 

（３） 豆乳の凝固速度が適度である。 

（４） ある程度堅い豆腐ができる（おおよそ 7 kPa 程度の破断応力）。 

などが挙げられ、これらの条件は独立ではなく互いに関連している。例えば、豆乳が絞り易けれ

ば、抽出量も多く、豆乳粘度が高すぎることもないので、凝固剤を加えた時に部分的な凝固反応

が起こることがなく、結果的に均質な堅さの豆腐ができる、と言われている。近年、これら要因

の科学的な解明が行われてきたが、まだ不明な点もあり、現在のところ、大豆から実際に豆腐を

作り、その堅さ等を測定することによって豆腐加工適性を評価している。表 1 に国産大豆協議会

品質評価分科会における豆腐加工適性評価項目を参考として示す。 

 

表１国産大豆協議会品質評価分科会における豆腐加工適性の評価項目 

 百粒重   固形分抽出率 

 裂皮の難易  豆乳粘度  

原料種子 粗蛋白質含量（ケルダール, X6.25) 加工品 （豆乳蛋白質含量） 

 粗脂肪含量（ソックスレー抽出）  豆腐破断応力(MgCl2, CaSO4, GCL) 

 全糖含量(フェノール・硫酸法）  色調（L*, a*, b*) 

 浸漬時溶出固形分 官能（味、香り、食感） 

 

図１ 豆腐製造プロセスの概要 
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２．豆腐形成の化学的メカニズム 1 

 

 豆乳中のタンパク質や脂質は、相互作用によりコロイド粒子を形成している。小野らは豆乳形

成時、およびカルシウムイオンなどの凝固剤添加時のこれらコロイド粒子の挙動を明らかにし、

以下のような豆腐形成の新しいモデルを提唱した。 

 豆乳中の中性脂質はタンパク質やリン脂質と相互作用し、油滴球として存在している。凝固剤

が添加されると、凝集することなく安定に存在していた油滴球の周りに粒子タンパク質が結合す

る。結合が進み、タンパク質粒子と油滴球のブロックがネットワーク状に水を抱き込んで結合し、

豆腐が形成されていく。添加された凝固剤が全体に行き渡ると可溶性タンパク質から形成された

粒子タンパク質がさらにそのネットワークに結合し、しっかりとした豆腐カードが形成されてい

く。また、主な非タンパク質成分の一つであるフィチンは、タンパク質粒子と相互作用し、豆腐

カード形成に関わると考えられている（図２）。 

 

 

 

３．豆腐の堅さに関わる大豆種子成分の特性 

 

豆腐加工適性の評価項目の中で、特に重要視されているのは、豆腐の堅さ（豆腐破断応力）で

ある。豆腐加工適性を大豆種子成分により評価出来るようにするため、これまでに豆腐の堅さに

関わる大豆種子成分の解明がなされてきた。 

加熱

図２ 
（参考文献１より）
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３－１．タンパク質含量と豆腐の堅さとの関係 2 

大豆種子の主成分であるタンパク質(約 40%)は、豆腐の収量や堅さに最も影響することが早く

から明らかにされていた。育種研究者や豆腐製造業者の間ではタンパク質含量は 37%以上（窒

素－タンパク質換算係数 5.71, 含水率補正）が必要条件とされているようである。しかしながら、

大豆の種子タンパク質含量は豆腐の堅さと正の相関を示すものの、相関関係は凝固剤の濃度によ

って異なること、凝固剤濃度を変えたときの最大の堅さ（最大破断応力）とタンパク質含量とは

高い相関を示すが、通常加工現場で使われる凝固剤濃度（塩化マグネシウム 0.25％）では相関

が低くなること等が近年明らかにされた（図３，図４）。これらのことから、豆乳の凝固反応性

に関わる成分の重要性が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 凝固剤濃度と豆腐の堅さとの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ タンパク質含量と豆腐の堅さとの関係 

３－２．タンパク質成分と凝固反応性・豆腐の堅さとの関係 

大豆種子の貯蔵タンパク質はグロブリンと呼ばれる複合タンパク質で、大きさによって 2S, 7S, 

11S, 15S に大別される。このうち、7S と 11S が主要で両者併せて 80%程度を占める（図５）。

7S グロブリンはβコングリシニンとも呼ばれ、, ’,の３種類のサブユニットを持つ糖タンパ

ク質で、親水性が比較的高い。一方、11S グロブリンはグリシニンとも呼ばれ、塩基性サブユニ

ットと酸性サブユニットとが S－S 結合したポリペプチド構造をもっている。1980 年代初頭に

アフィニティクロマトグラフィ等を用いて両グロブリンを分離抽出することが可能となり、食品

総合研究所の齋尾らがゲル形成との関係を解析した。結果、11S グロブリンは 7S グロブリンに

比べてゲル化が速く、堅いゲルを形成しやすいこと、両者の混合物でも、11S が多いほど凝固反

応の進行が速く、ゲル強度も高くなること等を明らかにした。 

また、戸田らは、豆乳の凝固性と 11S グロブリン、7S グロブリンの量比（11S/7S 比）との関

係をしらべ、大豆種子の 11S/7S 比が高いほうが凝固性が高く、より低い凝固剤濃度で豆腐が最

大破断応力を示すことを明らかにした 3。即ち、11S/7S 比が高い大豆を使うと、より少ない凝固

剤で堅い豆腐が出来る。多くの豆腐製造現場では工程はオートメーション化されており、添加さ

れる凝固剤濃度はほぼ一定である。豆乳の凝固反応性に影響を及ぼす 11S グロブリン、7S グロ
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ブリンは豆腐加工適性に重要な成分といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤字：７Ｓグロブリン成分 

青字：１１Ｓグロブリン成分 

 

 

図５．大豆種子貯蔵タンパク質の SDS ポリアクリルアミド電気泳動像 

 

３－３．非タンパク質成分と凝固反応性・豆腐の堅さとの関係 

 齋尾らは凝固反応性に影響し、豆腐を柔らかくする成分としてフィチンに注目している（図

６）。フィチンは穀類におけるリンの貯蔵形態で大豆における含有率は 2～4%である。豆乳中で

解離したフィチン酸は、凝固剤成分である Mg2+や Ca2+と大豆タンパク質との反応に介入し、凝

固速度や生成するゲルの強度に大きな影響を与えることが示されている。タンパク質量に対する

フィチン酸の量が多いと、凝固反応が緩やかに進行し、結果的に豆腐物性の変動が抑えられると

いう報告がある。また、現在豆乳の大部分のフィチンはタンパク質などと結合して存在している

と考えられている（図２）。我々は、フィチン（酸）が上述のタンパク質凝固反応を阻害する物

質である可能性を考え、種子のフィチン含量を測定し、豆腐の堅さとの関係を調べた 4。図７に

示すように、フクユタカ、サチユタカ、エンレイでは豆乳中のフィチン酸が増加すると塩化マグ

ネシウム 0.25%における豆腐の堅さは低下した。しかし、フィチン含量が同じであってもフクユ

タカはサチユタカより常に豆腐が堅くなることから、フィチン含量は品種ごとの豆腐の堅さの違

いには関係がないとも考えられる。その一方、栽培地、栽培年次の異なる同一品種間のタンパク

質含量の変動係数が約 3%であるのに対して、フィチン含量の変動は 10%前後あった。これらの

結果から、フィチン含量は栽培条件による豆腐の堅さの変動要因の一つになっていることが示唆

された。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 大豆種子のリンについて 
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図７ フィチン含量と豆腐の堅さとの関係 

 

 

 

 

 

３－４．豆腐の堅さを評価する試み 

 

 実際に豆腐を製造して堅さを評価するのは時間や人手がかかり、煩雑な作業である。近年、豆

腐を製造することなく、堅さを評価する試みがなされてきている。東北農業研究センターでは、

「大豆の全粒・非破壊による高豆腐破断強度系統の簡易選抜法」を開発している

（http://www.naro.affrc.go.jp/top/seika/2003/tohoku/to03028.html）。 

 

４．「堅さ」以外の豆腐加工適性 

大豆の品種・栽培地によっては豆乳の粘性が極端に高くなることがある。その原因やメカニズ

ムはまだ明らかではないが、11S/7S 比やペクチン質等の大豆多糖類が関与すると推察されてい

る。特に種皮はセルロース、ペクチン質などの構造性多糖類からなり、粘性に最も影響を及ぼす

可能性が指摘されている。粘性の高い豆乳は抽出率が悪く、また凝固剤との反応も不安定となる。

豆腐製造現場ではしばしば問題となるため、種皮・胚軸の除去や多糖類分解酵素の添加などによ

り粘度上昇を抑制する試みが行われている（図８）。また、種皮多糖類は種子の吸水性や浸漬後

の膨潤性などにも深く関与しており、豆腐加工に及ぼす影響は少なくないと考えられる。 

 近年は味や風味等、豆腐の官能評価も重要な加工適性の評価項目の一つとなってきている。

11S/7S 比は豆腐の微細構造に影響を及ぼし、食感に関与すること、また必要凝固剤量にも関与

するため、食味にも影響を及ぼすことが指摘されている 5。また、豆腐の甘みにはショ糖など遊

離糖含量が関与することが指摘されている。さらに、豆腐の食味にはリポキシゲナーゼ活性や、

脂質酸化生成物が関与することが明らかにされている 6,7。 
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大豆の安定多収化に向けた栽培技術

平成22年8月

中央農業総合研究センター

大豆生産安定研究チーム長 島田信二

１．大豆主要生産国とわが国の大豆生産の比較

大豆は20世紀に最も栽培面積が増えた作物で、特に南米における作付拡大が著しい。2007年の

大豆作付面積は日本が14万haであったが、世界第１はアメリカ合衆国の2600万ha、第２はブラジ

ル2060万haである（FAO資料）。この時の10a当たり単収はアメリカ合衆国とブラジルがともに281

kg、日本が164kgであり（第１図）、過去20年間における収量増大の違いは、日本とアメリカ合衆

国、ブラジルでは大きな違いがある。

この国別の単収増大は品種によるところもあるが、同じ条件で栽培した際の日米多収品種間の

収量差はせいぜい１割程度なので、この大きな国間の収量差は気候、土壌の環境条件および栽培

技術によるところが大きい。この国別単収増加傾向の違いに関連する各大豆の窒素獲得戦略を比

較してみると日本の大豆作の問題点が浮き彫りになる。

世界最大の大豆産地であるアメリカ合衆国の大豆の主産地は中西部のコーンベルト地帯に集中

しており、この地域では基本的に大豆トウモロコシ輪作体系が行われている。アメリカ合衆国の

トウモロコシ栽培では多収を上げるために著しく窒素肥料量が増え、多い場合は10a当たり40kg

にも上る窒素肥料を投入した。トウモロコシは収穫後の植物残渣も多いので、トウモロコシ作付

け後は土壌中の全炭素と全窒素が著しく高まる(Varvel 1994)。このような窒素の多投は土壌中

の硝酸態窒素を増加させて地下水汚染の原因ともなり、現在はその対策が行われている。

大豆は根粒が相当量の窒素固定を行うものの、植物体に吸収した窒素の約７割は子実に転流

し、収穫物として圃場外に持ち出される。また、収穫後の植物残渣も大豆はトウモロコシに比べ

第１図　　日本、ブラジル、アメリカ合衆国の単収の推移（FAO資料）
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ると半分以下でかなり少ない。そのため、アメリカ合衆国のトウモロコシ－大豆輪作体系では、

トウモロコシ作付けが地力を向上させ、大豆がそれを消耗させる栽培体系となっている。輪作体

系におけるトウモロコシ作付けによる地力の向上が、アメリカ合衆国の大豆単収を安定的に向上

させている重要な要因と考えられる。さらにこの作付け体系における大豆は、トウモロコシ栽培

の窒素多投による土壌の硝酸汚染を低減させる役割も担っている。このようにアメリカ合衆国で

は、土壌中の窒素肥沃度が高まってきているので、現在は寒地で根粒着生が劣る場合や、砂地な

どで特に地力窒素が乏しい場合以外は大豆に窒素施肥を行っていない。また、大豆作で根粒菌を

接種する農家は２割以下で、地力窒素上昇のために根粒による窒素固定寄与率は以前よりも低下

してきており、現在はおよそ５割程度である。このようにアメリカ合衆国の大豆生産の高位安定

化は、根粒よりも地力向上と大きく関係している。

世界第2位の生産を誇る大豆生産の新興国ブラジルでは、国平均で10a当たり250kg前後の単

収を得ているのにもかかわらず、窒素施肥は通常行われず、窒素源は根粒と地力に依存している。

地力窒素もあまり高くないところが多いため、ブラジルの主産地であるセラード地域では９割の

農家が根粒菌を接種しており、大豆の窒素固定寄与率は7割～9割とたいへん高い。このようにブ

ラジルのセラード地域では高い根粒窒素固定量を示すが、その原因として、ほぼ定期的にある夕

方のスコール、物理性に優れた土壌、低緯度地帯であるため大豆登熟期の地温の低下が少ないこ

となどが関与していると考えられる。ブラジルは大豆の初作地が多く根粒菌が本来存在していな

かったこと、酸性土壌などの理由から土壌中における根粒菌の生存が厳しいため、窒素固定能力

の向上を目標に根粒菌の積極的な選抜が行われている。ブラジルの大豆栽培はほとんどが不耕起

で行われているが、この不耕起栽培も根粒窒素固定の向上に寄与している。このようにブラジル

の単収増加は主として根粒窒素固定の向上による。

日本では通常、初期生育の確保のために窒素肥料を10a当たり２～４kg投入し、さらに全国の

作付面積の24％で窒素追肥を実施している。一方、根粒菌接種は、北海道では77％の面積で実施

されているが、本州以南での接種は少ないために全国平均では17％にとどまっている。日本の根

粒窒素固定寄与率は報告によりまちまちで、およそ３割から７割の範囲が多い。日本は追肥を含

め、大豆に積極的に窒素肥料を投与するという点で他国と比べて特異的であるといえる。

２．日本の大豆作の現状

日本では、現在、大豆作は約８割が水田転換畑で栽培されている。日本の大豆作を組み入れた

水田輪作体系では、水田の畑地化により土壌有機物の分解が促進されるため、大豆の作付けが連

続するかしないかに関わらず、その作付け頻度によって土壌有機物が消耗して長期的には地力窒

素の低下を招いている。このことが近年の大豆生産性低下の一因となっていることが明らかにな

ってきている(住田ら2005)。

水田の畑輪換による土壌有機物の減少は、地力窒素の減少を招くだけでなく、土壌孔隙の減少、

保水力・通気性の低下など、土壌物理性の悪化を引き起こしている。また、大規模化による耕作

機械の大型化により、以前よりも耕盤が浅く硬くなる傾向にある。アメリカ合衆国の主産地であ

るコーンベルト地帯の大豆は根系が１ｍ以上の深さに達するが、日本の水田輪換畑は一般に湿潤

な土壌環境にあり、耕盤も存在するため根系の分布がかなり浅くなりやすい。その上、耕作機械

の大型化と水田輪換での土壌有機物減少による物理性の悪化は、大豆の根系の発達をさらに抑制

し養水分吸収をより困難にして、近年のわが国の大豆作の不安定さに大きく関係していると推定

47



される。

国全体の単収の増大はアメリカ合衆国やブラジルと比べてかなり小さいことから、基本的な戦

略の再構築が必要であると考えられる。

３．作物としての大豆の特徴

大豆は子実に窒素を多量(７％程度)に含み、窒素集積量と収量との間には高い相関関係がある

ため、窒素集積が大豆多収化の重要課題と考えられるが、通常、窒素追肥による収量性向上は高

い場合でも２割程度であり、安定多収化を確約する施肥技術の普及には至っていない。このよう

に大豆は他作物と比べて窒素施肥に反応しないので、生育制御が困難な‘気難しい’作物と言わ

れるが、根粒が着生しない大豆では他の作物と同様に窒素施肥量に伴い増収するので、大豆を

‘気難しく’させているのは根粒である。

普通の水田輪換畑では大豆が生育期間中に利用できる土壌由来の窒素量は10kg/10aに満たない

ので、根粒が働かなければ100kg/10a程度の収量しか上げることができない。そのため、大豆の

安定多収化を図る上では根粒による窒素固定能力を最大限に発揮させることが大切である。今ま

での単位面積当たりの根粒窒素固定量の報告では、北海道25kg/10a、広島33kg/10a、タイ国45kg

/10aにのぼり、理論上は60kg/10aを超えるとする意見もある。このように大豆の根粒窒素固定の

潜在能力は相当高いといえる。

マメ科植物の根粒窒素固定活性の発現には植物体による自己調節機能が備わっており、それは

根粒着生数、根粒肥大程度、および根粒皮層の酸素透過性調節による根粒比活性の、すくなくと

も３段階で行われている。根粒比活性の調節は個々の根粒について行われ、宿主植物に窒素を供

給しない根粒については、根粒内部への酸素供給を制限して光合成産物を無駄にしないような制

御が行われていることも明らかになってきている。

大豆植物体全体の窒素含有率は生育期間を通じておおむね一定に保たれており、摘莢による窒

素シンクの減少や地上部の栄養状態の改善によって速やかに窒素固定活性が低下する。このこと

から、根粒窒素固定量は、植物体の窒素必要量に応じてこれら３段階で精緻に制御されていると

考えられる。大豆個体の根粒窒素固定は好適な栽培環境下では子実肥大中期頃までは高く維持さ

れうるものであり、それ以前に低下する場合があるのは、主にこのような自己調節によるものか、

あるいは地温の低下や土壌の乾湿などの環境要因によるものと考えられる。

根粒窒素固定を大きく左右する環境要因として、まず地温があげられる。地温が根粒着生やニ

トロゲナーゼ活性、ひいては地上部生育量を大きく左右することは以前より報告されていたが、

その重要性はあまり認識されてきていない。低地温は根粒着生を著しく抑制するとともに、根粒

活性の日変化は地温の変動に同調し、28℃前後までは地温が約10℃上昇するとニトロゲナーゼ活

性はほぼ倍増する。光合成速度は15℃～30℃の範囲ではほとんど変化が見られないのとは対照的

である。追肥効果は一般に北海道、東北地域などの寒地、寒冷地で高く、中国、九州地域などの

温暖地では低いことが指摘されていたが、この反応性の違いに地温が大きく関係していることは

明らかであり、このことを考慮した上で窒素施肥の導入を考慮すべきである。

根粒窒素固定は土壌水分にも大きく左右される。大豆の根粒窒素固定は、他の豆科植物と比べ

て干ばつ下で特に低下しやすい。実際、関東地域では夏期の降雨が少ない年には畑作大豆の窒素

固定は開花期以降ほとんど行われていない(第２図)。
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一方、この時の地力由来窒素は気候の変動をあまり受けていないことから、地力向上は不良気

象による根粒窒素固定低下の影響を緩和して大豆の安定生産に寄与することを示している。

根粒窒素固定は根粒の好気的呼吸によりエネルギーを獲得しているため、根圏の酸素濃度も根

粒活性に直接的に影響する(第３図)。

高日射で温暖な瀬戸内地域(広島県)で地下水位20cmを維持して栽培された大豆では、土壌窒素

よりも土壌の通気性の方が大豆の収量を左右していることが報告されている。また、慣行の平畝

播種栽培では地力窒素によって大豆収量が左右されていたものが、播種同時畝立て栽培法により

湿害を回避すると地力窒素の影響は見られなくなることが報告されている。これらのことは、大

豆の根粒窒素固定能力の潜在能力の高さと土壌の好適水分維持と通気性の重要性を示す好例であ

第４図 根粒窒素固定および光合成におよぼす土壌水分

の影響（短期間の場合）の模式図（島田 2004）

第２図

第３図
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る。このように大豆の窒素固定は土壌水分そのものと根粒への酸素供給に極めて敏感であるため、

根粒窒素固定活性を最大にしうる土壌水分範囲は光合成に対してよりもかなり狭いと推定される

(第４図)。

水田の畑輪換が引き起こす土壌有機物消耗による物理性の変化は、通気性、保水力の低下や耕

盤の緻密化をもたらすので、根粒窒素固定をも阻害する方向に働いていると推察される。このこ

とも近年の大豆生産の不安定さに関与していると思われる。

土壌水分含量と土壌中への酸素拡散は基本的に相反する要因であるが、土壌有機物投入による

団粒構造の発達や、地下からの給水等により両者の両立は可能であり、地下からの灌水は根粒へ

水分と酸素の供給の両立を図る上で好適であると考えられる。

一方、ダイズの葉から水が蒸散する際、土壌か

ら葉に至る間に水の移動に対して大きな抵抗が存

在しており、ダイズはインゲン、ヒマワリに比べ

てその通導抵抗が大きく、特に根が大きな抵抗と

なっており、そのため、土壌水分に恵まれていて

もダイズはしおれ易い作物であるとされる。また、

干ばつにより光合成が半分に低下しても外観は全

く変わらないため（第５図）、軽微な干ばつによ

る減収が実際には頻発していると考えられる。

そのため、地下水位の高低は大豆の窒素栄養だ

けでなく光合成や生育・収量に大きな影響を与え

ることとなる(第６図)。

４．地下水位形成の意味と新規地下灌漑システム(ＦＯＥＡＳ)

夏期の干ばつ対策として暗渠を利用した地下灌漑が汎用化水田等で取り組まれていたが、既存

の施設では広い面積の地下水位を一定に維持出来ず、給水時に用水中に含まれる泥が暗渠管内に

流入し管を詰まらせてしまう問題等もあり、効果的ではなかった。これら問題を解決するため、

構造・維持が簡易で低コスト、かつ確実に大面積で設定水位が維持できる技術の開発が進められ、

第６図 地下水位がみかけの光合成速度と収量に及ぼす影響．

みかけの光合成速度の縦線は６反復の標準誤差を示す．

（Shimada ら 1995、1997 一部改変）

20062006年年88月月2525日日

30μmol m-2 s-1 

FOEAS -32cm区 明渠排水区

みかけの光合成速度

13μmol m-2 s-1 

第５図 軽微な干ばつ時の外観（中央農研）
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最近、農業工学研究所と(株)パディ研究所により、新規地下灌漑システム(FOEAS)が開発され(藤

森 2005、第７図)、平成 18 年度農林水産大臣賞を受賞するとともに、農業新技術 2008 に選定さ

れた。

第７図 新規地下灌漑システム(FOEAS)の概略図(藤森 2005)

この方法は、圃場に埋設した有孔管等による幹線・支線パイプ及び補助孔(弾丸暗渠等)に対し

て用水を供給すると共に、用排水ボックスと地下水位を制御する水位制御器を配置することによ

り、暗渠排水と地下水位制御を両立させている。また、地下灌漑で問題となっていた用水に含ま

れている泥や砂等の堆積物の除去が簡単に行える特長を有する。FOEASにより畑輪換期間に土壌を

必要以上に乾かせ過ぎないことは、土壌有機物や暗渠もみ殻の保全にとっても好適である。

地下水位制御システムは、水田転換畑の排水性を大きく改善するとともに、地下水位を自由に

制御できるので、大豆生産にとって次のような以下のような多くの利点がある（中央農研

2009）。

ア）作業性の向上

FOEAS では施工時に 1m 毎に弾丸暗渠を施工しているために圃場の排水性が高く、特に水の

横への浸透性が乏しい重粘な土壌ではその効果が大きく発揮される。この大幅な排水性の向上に

より降雨後、表層の過剰水が速やかに排水されると共に圃場の地耐力が早く回復される。そのた

め、降雨後もより速やかに各種の作業（耕耘、播種、中耕培土、農薬散布、収穫）を開始でき、

適期作業が容易となる。特に播種適期が梅雨期

に重なる地域では、降雨による播き遅れが大幅

に減少できる。この効果により、安定生産や規

模拡大が期待される。

イ）出芽・苗立ちの向上

大豆では出芽の際に大きな子葉を土壌を突き

破って持ち上げなければならないので、土壌の

水分状態や砕土率、クラスト形成などによって

出芽苗立ちが不安定になりやすい。出芽・苗立

ち不良は、減収だけでなく雑草繁茂も引き起こ

すので、大豆栽培では出芽苗立ちの安定化が最
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第８図 不耕起栽培における地下水位制御が出芽率向上に

及ぼす効果．

「乾燥時」では、一時的に地表が湿る程度に地下水位を上昇

させ、出芽を促進．傾斜は1/1000． （中央農研 2009）
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も重要な課題となっている。

FOEAS では大幅な排水性向上によって降雨後も滞水しにくいので梅雨期での播種でも出芽が

安定する（第８図）。また、土壌が乾燥した時には一時的に地下水位を上昇させることにより種

子近傍の土壌水分を出芽に好適な状況に維持できるので、出芽促進と安定化が図れる。このよう

に FOEAS の活用によって、降雨がばらつく天候不順下においても大豆の出芽苗立ちを大幅に安

定化させることが可能である。

ウ）根粒窒素固定の向上

第９図は茨城県において FOEAS による地下水位制御が根粒窒素固定量の及ぼす影響を示して

いるが、この図のように地下水位制御によって根粒窒素固定量の増大が可能である。

エ）増収効果

根粒が着生しない大豆（En1282）では 50kg/10a に満たないような土壌の窒素肥沃度が低い圃

場においても、普通大豆であるタチナガハでは、FOEAS による地下水位の制御によって明渠排

水のみを行った試験区よりも大きく増収している（第 10 図）。

このように、FOEAS による地下水位の制御により乾湿害を抑制して根系や根粒の活性を維持

できるので、大豆の養分吸収、根粒窒素固定、光合成が増大して増収できる。

今までに国内の各地で行われた大豆に対する FOEAS 効果試験をまとめてみると（第 11 図）、

そのほとんどにおいて FOEAS による増収効果が認められ、特に透水性が悪い粘質な圃場におい

て効果が高い傾向がみられた。ただし、適度な降雨に恵まれた場合や、FOEAS により大豆の生

育が旺盛になりすぎて蔓化、倒伏した場合は、FOEAS 未施工区に比べて同等の収量や減収する

場合もある。現地試験、ライシメータ試験から、大豆に対する地下水位制御の効果は土壌の種類

で異なり、透水性が劣る重粘な土壌で大きく、透水性、保水性に優れる黒ボク土で小さく（第 12

図）、さらに砂質土壌では漏水による地下水位維持に多量の灌漑水が必要であり、FOEAS 導入の

適否は土壌種類を考慮する必要がある。なお、おおむね FOEAS 未施工圃場においても 400kg/10a

を超えるような圃場条件下では土壌水分の悪影響は小さいと想定されるので、FOEAS 施工の効

果小さいと考えられる。
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第９図 地下水位制御が根粒窒素固定量に及ぼす影

響(中央農研)
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５．まとめ

水田転作大豆では湿害が大きな課題であるが、各種の排水対策を兼ねた播種技術は、播種位置

から地下水位面までの距離を耕種的に遠ざけることが可能であり、根系の健全性の確保により多

湿な圃場条件では安定多収化に大きなメリットがある。

他方、大豆は比較的要水量が大きい作物であり、盛夏における十分な水分の供給が多収化にと

って不可欠である。特に本州以南の多くの地域では、生育初期が梅雨にあたり根系発達が貧弱に

なり盛夏の干ばつを助長しており、湿害、干ばつ双方の対応が求められている。大豆の根粒窒素

固定能力は高いが、特に土壌水分によりその活性は大きく左右されている。水田は灌水機能を有

しているため、湿害回避を図りつつ大豆が水を必要とする時期に上手に供給することができれば、

大豆多収化にとって理想的な栽培環境となる。FOEAS はまさにその機能を有しているといえ

る。。

また、FOEAS 圃場では降雨後に速やかに余剰水が排水されるので、各種作業を適期に実施で

試験
番号

年次 場所 品種
FOEAS区設定

水位(cm)
対照区の概要 備考

1 2008 宮城県美里町現地１ ミヤギシロメ 30cm一定 FOEAS無灌水

2 2008 宮城県美里町現地２ ミヤギシロメ 30cm一定 FOEAS無灌水 FOEAS区蔓化

3 2007 福岡県（九沖農研） フクユタカ 35cm一定 FOEAS無灌水

4 2007 福岡県（九沖農研） サチユタカ 20cm一定 FOEAS無灌水

5 2008 福岡県（九沖農研） フクユタカ 35cm一定 FOEAS無灌水

6 2008 福岡県（九沖農研） サチユタカ 20cm一定 FOEAS無灌水

7 2008 宮城県（古川農試） タンレイ 30cm一定 本暗渠+弾丸暗渠

8 2008 宮城県（古川農試） あやこがね 30cm一定 本暗渠+弾丸暗渠

9 2008 宮城県（古川農試） タンレイ 30cm一定 本暗渠+弾丸暗渠 晩播、FOEAS区倒伏

10 2008 宮城県（古川農試） あやこがね 30cm一定 本暗渠+弾丸暗渠 晩播

11 2008 宮城県大崎市現地 きぬさやか 30cm一定 本暗渠 FOEAS区蔓化

12 2006 富山県（富山農総セ） エンレイ 開花期後3～61日、20cm 明渠,無灌水 畦立て栽培

13 2007 富山県（富山農総セ） エンレイ 開花期後5～53日、35cm 明渠,畦間灌水 畦立て栽培

14 2008 富山県（富山農総セ） エンレイ 開花期後5～64日、20cm 明渠,畦間灌水 畦立て栽培

15 2005 茨城県（中央農研） タチナガハ 30cm一定 傾斜化(1/1000) 不耕起栽培

16 2006 茨城県（中央農研） タチナガハ 32cm一定 明渠+弾丸暗渠

17 2007 茨城県（中央農研） タチナガハ 32cm一定 明渠+弾丸暗渠 対照区青立ち

18 2008 茨城県（中央農研） タチナガハ 32cm一定 明渠+弾丸暗渠

19 2007 茨城県つくば市現地 タチナガハ 播種後～8月末、30cm 額縁明渠

20 2007 茨城県つくば市現地 タチナガハ 播種後～8月末、30cm 額縁明渠 FOEAS区不耕起栽培

21 2008 茨城県つくば市現地 タチナガハ 播種後～8月末、30cm 額縁明渠 対照区青立ち

22 2008 茨城県つくば市現地 タチナガハ 播種後～8月末、30cm 額縁明渠 FOEAS区不耕起栽培

対照区地下水位
35～60cm

第 11 図 全国各地における FOEAS の増収効果

斜数字のプロットの対照区は排水性は、FOEA 区

と同等だが灌水は行っていない．
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第12図 土壌の種類と地下水位が大豆の生産性に及ぼ

す影響． （中央農研）

（ライシメータ実験、2006～2008年の平均）

品種はエンレイ．放任区は無灌水で地下水位-10cmで

排水．各土壌内において同じ文字はTukey法の5%水

準で有意差なし．
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きる大きな利点があり、省力化だけでな

く規模拡大にとっても導入効果の大きい

技術になると考えられる。さらに水稲の

乾田直播栽培への応用の他、水田転換に

おける他の畑作物（麦類、野菜類、飼料

作物など）への大きな効果も期待される。

このような多くの特長を有する FOEAS

は、従来、畑作物の導入、安定生産が困

難であった水田において、土地利用型水

田輪作の省力化と高位安定生産をもたら

す革新的技術として、今後の発展が期待

される。
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大豆の新たな播種技術 

－耕うん同時畝立て播種技術等― 

中央農業総合研究センター 

細川 寿 

１．はじめに 

 大豆播種直後の種子は、湛水により急激に発芽率が低下し、また、生育期間中の

大豆に適する地下水位は 30-40cm 程度で、湿害に弱い特徴がある。一方大豆種子は、

水稲やとうもろこし種子に比べて大きいために、発芽のために多くの水分を吸収す

る必要があり、土壌が乾燥した状態では発芽が遅れることがある。 

 土壌環境では、水分状態に加えて砕土の状態により発芽状況が異なる。砕土率が低下す

ると土塊から種子への水分移動が不足する場合や鎮圧効果が得られず土壌の乾燥が進み、

種子が吸水できなくて発芽が遅れることがある。また種子直上に大きな土塊があると、発

芽の低下や遅れが発生する。一方砕土率が高くなりすぎると、降雨強度や粘土鉱物の種類

によってはクラストが発生し、発芽が困難になる場合がある。 

大豆の播種時期は、前作(麦)の有無や地域により異なる。北陸、東北、関東の一部など

の大豆単作地域では梅雨前に播種を行うが、関東やそれより南の地域では麦後も多く、梅

雨時期の播種作業となる場合がある。特に梅雨時期の播種では、圃場の条件が悪い状態で

も作業能率を高めて播種作業を行うことが必要になる。 

大豆の発芽は、地域や気象条件、土壌水分や粘土鉱物の種類、作付体系、地下水位等に

大きく影響される。そのため大豆の特性や圃場・土壌条件に応じて、最適な耕うん・

播種作業技術を検討することが極めて重要である。 

これらを解決する方法として、農研機構の旧大豆 300A 研究チーム、公立試験研究機関、

農機メーカー等から様々な耕うん播種方法が提案されている。 

例えば、湿害軽減を目的とすれば、耕うん同時畝立て播種や耕うん後のドライブハロー

による畝立て、小明渠等がある。また乾燥害軽減のため、耕うんと播種を同時に行う作業

方法や有芯部分耕等も行われている。不良条件下における作業性の向上では、不耕機播種

や部分耕播種等が行われている。さらにクラストによる発芽不良軽減では、浅耕や鎮圧方

法の改良が行われている。麦稈のすき込み性向上や深耕する作業機も開発されている。地

域や栽培条件等に最適な技術を検討し、導入することが重要である。 

本資料では、主として湿害を軽減する耕うん同時畝立て播種技術について説明を行うが、

その他の方法については、別途配布資料により説明する。 

 

２．大豆の耕うん同時畝立て播種作業技術 

全国の圃場の約 30％は重粘な土壌といわれており、特に北陸や東北地域の日本海側に広

く分布している。重粘土の特徴としては、粘土の割合が多いことから排水が不良となるだ

けでなく、耕うん時に砕土率が大きく低下することである。一方、北陸地域では、水田の

割合が 90％以上を占めているため、大豆のほとんどは重粘な水田転換畑に作付けされてい

る。そのため大豆栽培では湿害を軽減し、砕土率を向上させて播種後の発芽を揃わせるこ

とが重要である。そこで大豆を対象に重粘な土壌での転換畑で使用できる耕うん同時畝立
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て播種作業技術を開発し、その効果について検討を行うとともに普及を図っている。 

一般的に圃場で野菜等を栽培する場合は、畝立て栽培が行われ、耕うんした後畝立て機

等を利用して畝を作ることが多い。通常の大豆栽培は耕うんした平らな圃場に播種を行う

が、大豆の畝立て栽培は最初から畝を立てて播種を行うことにより、１回目の培土終了時

と同様な形状にして、大豆の湿害を軽減する方法である。一度耕うんした後に成型器等で

畝を立て播種する作業方法も行われている。しかし重粘な土壌の場合、特に湿った圃場条

件では、成型器で畝を作ることが困難である。耕うん後管理機等で畝を作る場合は、耕う

んをアップカットロータリで行い、表層の砕土率を向上させても、その後の畝立て作業に

より表層砕土率が低下する場合がある。また２工程作業では、水分が高い場合に土壌の練

り返しが発生する。そこで、耕うん軸を改良したアップカットロータリを使用して耕うん

と同時に畝立て・施肥・播種すべてを１工程で行う作業技術を開発した。 

 1)作業機の構造 

 作業機はアップカットロータリの耕うん軸を砕土性の高いホルダー型にし、耕うん爪の

曲がりを作りたい畝の中心に向けてそろえて取り付け、均平板を少し上げることにより、

耕うんと畝立てを同時に行うことが可能な構造である。ロータリ後方に、回転目皿式、傾

斜ベルト式、横溝ロール式等の施肥播種機

を装着し（図１）、耕うん＋畝立てと同時

に施肥・播種を行うことが可能である。 

作業機の爪配列は、爪の曲がりを 75cm

の間隔をあけて播種位置に向け、75cm２畝

で使用する（図２左）。ロータリ外側約

30cm の爪配列を内側に向けることによ

り、畝高さ約 10cm の平高の 150cm１畝に

することも可能である（図２右）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2)畝の形状 

75cm 畝の形状は、PTO 回転数を増加させることにより、より高い畝を作ることが可能で

あった。均平板の位置を変更することにより、畝高さは５～15cm 程度で調節が可能であっ

た。爪の曲がりを揃えて土塊の飛散で畝を作らずに、成型器のみで畝を作る場合、雑草が

多い圃場では、成型器に草が絡み、畝を崩す場合が認められた。 

図２ 耕うん同時畝立て播種作業機の爪配列(左：75cm×２畝、右：150cm１畝) 

図１ 耕うん同時畝立て播種作業機の構成 

標準配列

施肥装置

耕うん＋畝立て播種装置

薬剤散布装置

均平板

畝

ホルダー型
アップカットロータリ

内向き内向き 外向き 外向き
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 3)砕土率 

 畝立ての場合、均平板を上げて耕うんするために、畝部の全層砕土率は、通常の均平板

を下げた平らな耕うんに比べて低下するが、均平板を上げた状態でも、畝立ては耕うん爪

による土の移動で畝中央部に土が集まるため、表層の砕土率の低下はほとんど認めらなか

った。また畝と畝間の砕土率は、畝間の砕土率が畝部分より低くなる傾向が認められた。 

 4)耕うん同時畝立ての所要動力 

 耕うんと同時に畝立てを行う場合の所要動力は、同じ作業機で標準の平らに耕うんする

爪配列にした場合と比べると減少した。均平板を上げることにより、土がロータリ外に排

出されやすくなり、畝間の砕土率や全層の砕土率が低下し、所要動力が減少すると考えら

れた。また 75cm×２畝の方が 150cm１畝の耕うん同時畝立てに比べて所要動力が少なくな

る傾向にあり、畝間部分が多いためと考えられた。 

  5)畝立て栽培の地下水位 

 畝立て栽培は、慣行栽培に比べて播種位置が高いため（図３）、慣行栽培で中耕培土作

業を行った後でも、75cm 畝、150cm 畝両方ともに、地下水位が低くなった（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6)畝立て栽培の土壌水分 

 畝立て栽培の土壌水分は、深さ５cm では、常に畝立ての土壌水分が低くなり（図５）、

深さ 10cm では、特に降雨後の畝立ての土壌水分が増加しない傾向が認められた（図６）。

しかし、深さ 20cm 以下では、明確な差は認められなかった。 
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図４ 畝立て栽培の地下水位 

図５ 畝立ての土壌水分（TDR-5cm) 図６ 畝立ての土壌水分(pF-10cm) 
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7)畝立て栽培の土中酸素濃度 

 大豆は根粒が着生しているため、土壌中の酸

素濃度が高いと、生育が良好になる。酸素濃度

センサを深さ 10cm と 20cm に埋設し、酸素濃度

を測定すると、降雨が無い場合の酸素濃度は約

20％で、降雨があると酸素濃度は低下した。し

かし、耕うんのみに比べて畝を立てることによ

り、排水効果に加え、畝側面からも空気が供給

されるため、酸素濃度の低下の程度が小さくな

ると考えられた（図７）。 

 8)生育量 

 畝立てを行うことにより、特に生育前半に主茎長が長くなり、生育後半にはその差が次

第に小さくなる傾向にあった。生育後半に降雨が多い年は、畝立てをしていない圃場では、

収穫前に葉が黄化し、落葉する大豆が認められたが、畝立て圃場では順調に生育した。 

 9)畝立て大豆の管理・収穫作業への影響 

 畝立て大豆の播種後の畝形状は、最初から１回目の中耕培土後の状態に近くなっている。

しかし、除草効果を考えると、培土量は少なくても、２回を目標に中耕培土作業を行うの

が良いと考えられた。排水不良で培土ができない圃場では、やや倒伏する傾向が認められ

たが、コンバイン収穫時に問題は認められなかった。 

 10)大豆収量 

 畝立てを行った場合、特に梅雨時期に相当する下位の分枝数が増加し、全体として莢数

が確保され収量が増加した。大豆収量は、2003 年の坪刈り調査では、畝立て栽培大豆が７

～12％増加した（表１）。また 2004 年のコンバインによる全刈収量の調査でも、畝立て栽

培大豆が７～23％程度収量が増加した。2004 年は降雨が多かったため、苗立ち数も畝立て

が良好であり、収量の差が大きくなった（表２）。畝高さ 10cm でも収量への効果は十分に

認められた（表３）。また、初期の乾物重や主茎長、収穫時の最下着莢節位高などの形態

的特徴でも畝立てが良好であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子実重 莢数 百粒重 主茎長
(g/m2) (/m2) (g) (cm)

15cm畝 256.2 644.8 35.3 62.3
10cm畝 248.9 649.3 35.3 59.4
慣行 132.9 373.7 27.7 37.4

品種：’エンレイ’、播種６月６日、収穫10月15日
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図７ 畝立ての土中酸素濃度 

表３ 畝高さと大豆収量（坪刈り調査） 

実収量 大粒割合
(kg/10a) (％) 根粒由来 根由来

標準 236 317 668 28.9 57.2 43.4 12.6 5.9
75cm畝 278 398 * 742 32.0 * 53.7 70.9 15.5 5.5
標準 207 292 519 31.1 33.9 54.9 11.9 5.7
75cm畝 255 331 * 537 35.1 ** 56.5 * 75.3 16.1 9.7
標準 254 301 560 34.0 44.8 69.4 9.6 3.9
75cm畝 271～301 375 * 606 35.7 68.3 ** 65.7～70.1 13.0 7.7

生育期間中の地下水位30cm以下の割合 2003年（品種：エンレイ）
Ａ：60%（暗渠有り）、Ｂ：10%（暗渠無し）、Ｃ：20%（暗渠無し） *,**：各圃場毎の標準との比較で５％、１％で有意
実収量はコンバイン刈り取り収量/刈り取り面積、子実重は坪刈り収量、大粒は7.9mm以上、

(kg/10a) (/10a) (g) (本/m2)
圃場名

Ａ

Ｂ

Ｃ

収穫期の窒素吸収量分枝数
処理

子実重 莢数 百粒重

収　量 苗立ち率 最下着莢節位

(kg/10a) (本/m） (cm)
畝立て１ 170 8.3 12.9
畝立て２ 224 8.8 11.3
慣行１ 162 6.5 7.4
慣行２ 130 4.8 7.6

表１ 大豆収量の例１（全刈り調査＋坪刈り調査）

表２ 大豆収量の例２（全刈り調査） 
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 11) 作業能率 

 ２条用の耕うん同時畝立て播種作業機の作業速度は、重粘な土壌では 0.3m/s 程度であ

り、作業能率は１日約１ha 程度であった。また砕土性の良い圃場では、0.4～0.5m/s 程度

の速度で作業可能であり、作業能率は１日約 1.5ha 程度であった。 

 作業能率の向上のために、耕うん同時畝立て施

肥播種作業機を２条から３条（図８）にした場合、

作業機本体の価格、作業能率ともに約 1.5 倍とな

った。作業時のトラクタ所要動力は、重粘な土壌

では 80PS 程度が、粘土がやや少ない土壌条件で

は、60～70PS が必要と考えられた。砕土率等は、

２条と３条の差は認められなかった。大豆生産組

織のトラクタ保有状況や圃場面積、大豆作付面

積、作業可能人数等から導入機種の検討が必要で

ある。 

 12)事前耕うん 

 耕うん同時畝立て播種作業を行う前の圃場処理方法として、事前にダウンカットロータ

リ等で耕うんする場合がある。事前耕うんを行うことにより、所要動力が減少し、雑草の

埋没性や作業能率が向上できる可能性がある。しかし練り返しが発生するような水分の高

い状態では、事前耕うんを行うことにより、１工程の耕うんより播種条件が悪化する場合

がある。土の水分状態や天候をみながら作業を行うことが重要である。 

 大豆連作圃場では、前年の畝跡をなくして作業機の作業性を良くするために、ドライブ

ハロー作業を事前に実施したり、麦後圃場では、麦稈の埋没を良くするために、事前にダ

ウンカット耕うんを行う方が良い場合もある。 

 

３．適用地域の拡大 

 本技術は、平成 16 年から中央農研出前技術指導で実証試験を行っており、初年目

は 19 ヶ所約 42ha で実施した（図９）。平成 17 年度は３条用の作業機を加え、農政

局事業等を含め、約 43 ヶ所 140ha 以上で実証試験を実施した。本技術を参考に畝立てを

実施した地域、試作機を購入して実施した地域を含めると、200ha 以上で畝立てが実施さ

れた。 

平成 16 年度に耕うん同時畝立て播種を行った圃場の土性は、SL,CL,LiC,HC であっ

たが、土性に影響されず作業を行うことが可能であった。さらに降雨が多く、慣行で湿

害により苗立ち数が低下する状態でも、畝立ての場合は低下せず、収量も増加した（図 10）。 

平成 17 年度は播種後乾燥が続いた条件であったが、耕うん同時畝立て播種と隣接

する慣行栽培の収量調査を行った結果、多くの圃場で収量増加効果が確認された。

これらの結果と生産組織の要望により、平成 18 年度の大豆作から市販化された。市

販化の機種は２条用(耕うん幅 170cm、条間 75-80cm)と３条用(耕うん幅 220cm、条間

70-75cm)の２機種で、市販機と出前技術指導による面積を合計すると、350ha 以上の

圃場で耕うん同時畝立て播種作業が行われた。平成 19 年には、耕うん幅 150cm、160cm、

新 170cm、180cm も販売され、多様な条間・畝幅に対応できるようになった。平成 21

図８ ３条用耕うん同時畝立て播種作業機
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年には、2000ha 以上で普及していると推定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．耕うん同時播種の効果 

 耕うんと播種を同時に行うことにより、降雨リスクが軽減され、作業人数の削減、乾燥

時の発芽の安定を図ることが可能となる。 

 1)作業人数の削減 

 砕土性が低い土壌地域における慣行の耕うん播種体系は、耕うんはダウンカットロータ

リ（複数台）で微速作業を行い、さらにドライブハローをかけ、面積がまとまった状態で

播種を行う場合がある。しかし同じ砕土率を確保するのにダウンカットロータリより作業

速度が速いアップカットロータリに、施肥播種機を取り付け、耕うんと同時に播種作業を

行う体系を導入すると、オペレータ１名、もしくは肥料や種子供給補助者＋１名で作業を

行うことが可能であると同時に作業能率も向上する。 

 2)安定発芽 

 耕うんと播種が別工程作業の場合、天候が良い場合は、耕うんと播種の間に土壌が乾燥

して発芽が遅れてしまうことがある。耕うんと播種を同時に行うことにより、水分が高い

土壌に播種されるため発芽が早まる。播種時に乾燥が続く天候では、砕土のためのドライ

ブハロ―作業等により、耕うんから播種までの時間が長くなり、播種時に水分が低下して

いる場合が認められた。そのため、耕うんと同時に播種を行いさらに鎮圧を行うことによ

り、水分が保持され発芽がスムーズになると考えられる。 

 3)降雨リスクの回避 

 耕うんと播種を別々に行う体系では、播種前に降雨があると、耕うんした土壌の隙間に

水を多く保持し、その後の播種作業が困難または遅れる場合がある。そのため、耕うんと

播種を必ず同一日にして作業を行うか、耕うんと播種を同時工程作業機で行うと、そのリ

スクを軽減することができる。実際に生産組織に同時作業機を導入して検討した結果、大

幅に作業期間が短縮された。この組織では、同時作業による降雨リスクの軽減と、大豆連

作圃場でのアップカットによる雑草処理が、能率向上の要因であると考えられた。 

 

図 10 実証試験圃場の畝立てと慣行の収量（坪刈り）図９ 実証試験実施地域 
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＋(購入機300ha以上）
H19年度：37ヶ所以上37ha

＋（購入機1000ha以上）
H20年度：64ヵ所141ha

＋（購入機1500ｈａ以上）

普及地域
新潟等の北陸日本海側＋中部
宮城・岩手等の東北
福岡・佐賀・山口等の北九州
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４．おわりに 

 現在作業機の汎用利用を図るため、大豆では同じ作業機で爪配列を変更して、畝形状を

平高にし、狭畦密植栽培を行う方法（図 11）について、現地実証試験を行っている。品種、

栽植密度、倒伏状況等について検討中であるが、生育量が確保できない地域や、倒伏しに

くい品種を導入している地域では、一部普及しているところもある。またムギ、ソバ、野

菜についても爪配列の変更による畝形状の調整やマルチ作業機の利用により、汎用利用を

図っているところである。 

多くの種類の大豆の耕うん播種技術が開発されているが、どのような条件にでも適合で

きる技術はなく、地域や圃場条件に応じた作業機・作業方法を選択し、さらに播種時の天

候や土壌に応じてロータリや播種機等の作業機の調整等を行い、発芽や生育に適した状態

にすることが重要と考えられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 畝立て密植栽培 
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大豆作における雑草制御技術 

 

中央農業総合研究センター カバークロップ研究関東サブチーム 澁谷知子 

 

１．はじめに 

大豆作における雑草防除の基本的な考え方は変わるものではないが、問題となる雑草種、

除草剤の種類や処理方法、総合防除技術に利用できる個別技術は変化している。常に現場の

実態を把握し、最新情報を得て対処する必要がある。さらに、関係者の連携を強め、緊急対

応的な技術だけでなく、今後の動向を見据えた技術を構築していくことが必要である。 

 

２．大豆作に発生する雑草の種類 

雑草は、種子で繁殖する一年生雑草と栄養繁殖をおこなう多年生雑草に類別される。大

豆作で通常、問題となるのは一年生雑草であり、これをイネ科とそれ以外（カヤツリグサ科、

広葉）に類別する。これは、雑草防除上、イネ科雑草とそれ以外の雑草は除草剤の代謝機構

が異なり、効果の高い除草剤が異なるからである。発生する草種は地域、作期、栽培体系に

より異なる。地域ごとの代表的な草種を表１に示す。冷涼な地域では世界的に温帯域で共通

する草種が多く、温暖な地域ほど熱帯原産の草種の割合が増加する。 

発生雑草種の組成に大きく関与するのは作期と各草種の発芽・出芽適温との関係である。

通常の耕起栽培では、耕起後一定期間、雑草の出芽が続く。このため、耕起（播種）時の温

度によって、大まかな雑草種が決まってくる。雑草種を発芽・出芽適温によって類別し、10℃

以下で出芽するシロザやタデ類などの広葉雑草（早期型）、10～13℃で出芽して 15～20℃で

盛期となるイヌビエやエノコログサなどのイネ科雑草（中期型）、13～15℃で出芽して 20℃

以上で盛期となるメヒシバやスベリヒユなど（晩期型）の 3つに類型化すると考えやすい。 

表１　日本の大豆作圃場の主要な雑草とその類別

分布

地域 一年生非イネ科 一年生イネ科 多年生

双子葉 合弁 ヒメジョオン，ノボロギク アキメヒシバ

ナギナタコウジュ アキノエノコログサ

寒地・寒冷地 離弁 ナズナ，スカシタゴボウ スズメノカタビラ

（北海道・東北） シロザ，コアカザ

ハコベ類，ツメクサ，オオツメクサ

タニソバ，ミチヤナギ，ソバカズラ エゾノギシギシ，スイバ

単子葉 ツユクサ メヒシバ カラスビシャク

双子葉 合弁 イヌホオズキ類 イヌビエ，タイヌビエ*

アメリカセンダングサ* セイタカアワダチソウ，ハルジオン

全国 離弁 イヌタデ，ハルタデ類，オオイヌタデ，
ヤナギタデ*

ギシギシ

イヌビユ，ホナガイヌビユ，ホソアオゲ
イトウ

エノキグサ イヌガラシ

カヤツリグサ，コゴメガヤツリ* オヒシバ

ヒデリコ* オオクサキビ

温暖地 双子葉 合弁 トキンソウ アゼガヤ* ショクヨウガヤツリ

・暖地 タカサブロウ類*

（関東 ウリクサ コヒルガオ，ヒルガオ

～九州） 離弁 スベリヒユ

ザクロソウ

ニシキソウ，コニシキソウ

チョウジタデ*

同じ科に属する草種を同じ列に配置した．*は転換畑での発生が多い草種

カヤツリグサ科
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早播では発芽・出芽適温の低い早期型の広葉雑草が多くなり、晩播では発芽・出芽適温

の高い中期型や晩期型のイネ科雑草が多くなる。 

地域で考えると、北海道（５月中旬が播種期）では、早期型のシロザ、タデ類、ツユク

サ、スカシタゴボウ、タニソバなどの広葉雑草の出芽が多い。中期型や晩期型のイネ科雑草

は遅れて出芽する。 

東北地方では５月中旬に播種した場合、早期型の広葉雑草は出芽盛期で、中期型や晩期

型のイヌビエ、メヒシバ等のイネ科雑草の出芽開始期にあたる。したがって、大豆播種直後

に一斉に出芽する広葉雑草と遅れて出芽を始めるイネ科雑草をともに防除する必要がある。 

関東以西では大豆播種期の温度条件が 15〜20℃となるので、発芽適温の高い晩期型のイ

ネ科雑草やヒユ類、スベリヒユなどの出芽時期となり、早期型のシロザなどは逆に出芽が少

なくなる。 

耕起法によっても発生する雑草種は異なる。耕起栽培では種子サイズの小さいシロザや

ヒユ類等の広葉雑草が多くなり、不耕起栽培では、出芽可能深度が深く発芽に光を要しない

メヒシバやイヌビエ等のイネ科雑草が多くなる傾向にある。 

水田転換畑と普通畑でも発生する雑草種は異なる。水稲作を長年続けた圃場の埋土種子

集団はほとんどがヒエ類、コゴメガヤツリ、タカサブロウ類、チョウジタデなどの水田雑草

で占められ、これらの草種は乾燥した畑条件では発芽できないものが多い。そのため大豆作

への転換初年目は雑草の種類、発生量ともに少ない。十分に排水された圃場では転換後、次

第に畑地に近い雑草種組成となる。しかし、排水が不十分な転作圃場では、水田でも畑でも

生育するヒエ類、タデ類、アメリカセンダングサ等の湿潤条件で発芽、生育が可能な草種が

増加してくる。 

この他、ノゲシ類やヒメムカシヨモギ等の風散布型のキク科雑草は、圃場周辺の親個体

から種子が圃場内部に侵入する。定着した実生は大豆登熟期に旺盛に生育する。特にノゲシ

類は茎葉の切り口から乳汁が出て汚粒の原因になるので、注意を要する。 

近年の難防除雑草については後述する。 

 

３．雑草の競合と除草必要期間 

大豆と雑草とが近接して生育すると、光、養分を奪い合い、大豆の生育、収量が減少す

る。通常、大豆の生育後期に出芽した雑草は大豆に庇陰されるために生育が劣り、徒長ある

いは枯死し、大豆の生育に影響を及ぼさない（図 1）。また、生育の初期は大豆、雑草の両

者ともにその周りの空間があいており、まだ競合は生じていない。このため、競合が始まる

前に除草すれば大豆の生育には影響しない。「いつまで無除草で放任しても、その後完全除

草すれば大豆収量に影響しないか」「いつまで完全除草すれば、その後放任しても大豆収量

に影響しないか」を示した概念図から、いつが最も雑草防除に重要な時期かがわかる（図２）。 

大豆は畦間の遮光力が大きく、比較的雑草との競合に強い作物ではある。除草必要期間

は大豆の草冠が地表面を覆うまでの期間とほぼ一致する。気温が高く、大豆の初期生育が早

いほどその期間は短い。慣行の 60cm 程度の普通畦栽培の場合、北海道・東北地方では播種

後 40〜50 日、関東地方では 25〜35 日、九州の秋大豆では 15〜20 日間が目安とされている。

狭畦栽培では草冠の遮蔽までの期間が短縮されるため、それに応じて除草必要期間も短くな

る。しかしながら、これは大豆が斉一に出芽し、地表面が完全に草冠で遮光されることを前

提とした日数である。現実には湿害、乾燥などの出芽不良環境や不均一な土壌条件、播種作

業の精度によって出芽ムラ・欠株が生じる。欠株の生じた部分は大豆による遮光力が得られ
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ないため、全生育期間を通しての雑草防除が必要となる。このように雑草防除の観点からも

高い大豆の播種精度と斉一な出芽の確保が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、除草必要期間という考え方はあくまでも当年の大豆生育収量への影響、という観

点によるものである。大豆の収量に影響しない雑草密度であっても、高品質が求められる昨

今では汚粒の原因として残存雑草が問題となる。さらにもっと重要なのは、残存雑草が生産

した種子が埋土種子集団に加わり、翌年以降に出芽可能な雑草種子密度が増加することであ

る。生産された雑草種子は一部は翌年に出芽する。出芽しなかった種子は土壌中での発芽や

死滅によって減少するが、発芽も死滅もせずに休眠状態に入った種子は埋土種子集団を形成

する。雑草種子の減耗率は、草種や栽培体系によって異なり、埋土種子集団の動態はまだ限

られた草種でしか調査されていない。残存雑草が生産する種子と埋土種子集団の動態から、

図 1. 耕起栽培を例とした基本的な除草体系と大豆と雑草の生育の概念図 

雑草 

大豆 

 

茎葉処理除草剤 

・選択性（全面処理・畦間処理）

・非選択性（畦間処理） 

土壌処理剤（畦間処理） 

茎葉兼土壌処理剤 

（畦間・株間処理） 

土壌処理除草剤 

中耕・培土 耕起・整地 
→収穫 
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現場での防除手段を決定するにはさらに研究の蓄積が必要である。 

 

４．基本的な除草体系 

一般的な大豆作の除草体系は、播種後の土壌処理除草剤（土壌処理剤）と、中耕・培土

等の機械除草である（図 1）。北海道・東北地方では、除草必要期間が長いため遅れて出芽

したイネ科雑草を防除するために、大豆生育期にイネ科雑草対象の選択性の茎葉処理除草剤

（茎葉処理剤）の散布が必要となる。防除しきれなかった雑草が大豆の生育に与える影響は

小さいが、収穫作業に支障をきたすとともに、それによる生産種子が翌年以降の発生源とな

るため、大豆登熟期の手取除草（種草取り）が欠かせない場合も多い。 

中耕等による機械除草は雑草の出芽盛期に行うと最も多くの雑草幼植物を埋没枯死させ

ることができて効率的である。しかし、雑草の出芽盛期は播種後の降雨の影響を受け、年次

間で変動し、その時期を決定するのは難しい。また、生育の進んだ雑草は中耕をしても死滅

しにくく、草種によってはその後の降雨によって再生する。中耕による土壌の攪乱が誘因と

なって発芽・出芽が促進される雑草種もある。このような問題に対応するため、ダイズ生育

期に中耕後畦間処理できる土壌処理剤、さらに畦間・株間処理できる茎葉兼土壌処理剤が登

録されているので、後述する。 

暖地では大豆の初期生育が早いため、除草必要期間が短く、耕起、播種、土壌処理剤処

理の一連の作業が好適な時期に行われれば、その後の除草作業が不必要な場合や、雑草の発

生量が少ない圃場では、土壌処理剤を処理せず中耕・培土のみで防除が可能な場合もある。

しかし、これらの作業は降雨のため、多くの場合、適期に作業するのは困難なことが多い。 

中耕・培土等による機械除草に代わる技術として、大豆生育期の茎葉処理剤の散布があ

り、前述のイネ科雑草対象の茎葉処理剤の他、イネ科以外の畑地一年生雑草対象の茎葉処理

剤、非選択性茎葉処理剤等の畦間処理が登録されている。近年、省力化のために普及が促進

されている不耕起無中耕無培土栽培では、これら大豆生育期の茎葉処理剤の利用が不可欠で

あり、今後拡大していく技術と考えられる。 

大豆作の時期ごとの使用除草剤は、１）播種前、耕起前、大豆出芽前までの非選択性茎

葉処理剤、２）大豆播種後出芽前あるいは中耕後の土壌処理剤、３）大豆生育期の茎葉処理

剤、４）大豆生育期の茎葉兼土壌処理剤に大別される。なお、本稿では除草剤名は全て有効

成分名で記述し、2010 年 7 月現在の登録内容に基づく。 

 

１）大豆出芽前までの非選択性茎葉処理剤処理－播種前の生育雑草の枯殺－ 

不耕起栽培での播種前や、耕起栽培における耕起前に生育している雑草に対して、播種

後に再生しないよう枯殺するためには、非選択性で土壌処理効果のないグリホサート系やグ

ルホシネート剤などを用いる。早期型のタデ類やシロザ、圃場周辺域から風散布で種子が侵

入したキク科雑草などの防除に効果的である。大豆播種後出芽前に土壌処理剤と同時に処理

することも可能である。 

 

２）大豆播種後出芽前あるいは中耕後の土壌処理剤処理 －出芽する幼植物を故殺－ 

大豆播種後出芽前の土壌処理剤は土壌表面に均一に散布する。除草剤の有効成分は一定

期間、土壌表層に処理層を形成して高濃度で存在し、発芽してくる雑草の幼植物が水分とと

もに吸収されると生育が阻害され枯死する。除草剤の有効成分は降雨による土壌下層部への

流亡や微生物による分解等のため、土壌中の濃度は次第に減少し、効果がなくなる。土壌処
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理剤はシロザ、ヒユ類など種子サイズが小さくて耕起による露光を引きがねとして地表面付

近から一斉に出芽する草種に対して大きな効果がある。一方、ツユクサ、アサガオ類などの

ように種子サイズが大きく、出芽期間も長引く草種に対しては一般的に効果は不十分である。 

大豆用の土壌処理剤としては、アラクロール、メトラクロール、ジメテナミド、トリフ

ルラリン、ペンディメタリン、CAT、プロメトリン、リニュロン、ベンチオカーブ等の有効

成分が登録されている。いずれも種子から出芽する一年生雑草全般に対して効果がある。 

ある除草剤が効果を発揮する草種の範囲を殺草スペクトルという。多くの土壌処理剤は

大豆圃場に発生する幅広い草種に対して殺草スペクトルを有するように開発されている。し

かし、実際は有効成分ごとに殺草スペクトルは異なり、例えば、アミド系（○○アミド、○

○クロールという成分名が多い）の土壌処理剤の多くは適用雑草は「畑地一年生雑草」と記

載されているが、詳細にみるとイネ科雑草に効果が高く、広葉雑草には効果が低い。ジメテ

ナミド液剤の適用雑草は「畑地一年生雑草（アカザ科、アブラナ科、タデ科を除く）」と詳

しく記載されている。この（ ）内の情報が重要で、効果のない雑草の発生が多い畑でこの

土壌処理剤を使用しても無駄になる。逆に尿素系（○○ロンという成分名が多い）のリニュ

ロン剤やトリアジン系（○○ジン、○○リンという成分名が多い）の CAT、プロメトリン剤

の適用雑草は「一年生雑草」と記載されているが、主に一年生広葉雑草に効果が高い。また、

ジニトロアニリン系（○○リンという成分名が多い）のトリフルラリン剤の適用雑草は「畑

地一年生雑草（ツユクサ、カヤツリグサ、キク・アブラナ科雑草を除く）」と記載されてい

る。ここには除く雑草として記載されていないが、ジニトロアニリン系の土壌処理剤は（イ

ヌ）ホオズキ類等のナス科に効果が低いことが報告されている。使用者が雑草種に対して最

適な除草剤を選ぶためには、こうした情報を蓄積、共有、公開するしくみを作ることが必要

である。なお、トリフルラリン乳剤及び粒剤は大豆生育期の中耕後に畦間土壌に処理し、中

耕後に発生してくる雑草を抑制できる。使用晩限は収穫 45 日前までとなっている。 

不耕起栽培では地表面に麦稈などの植物残渣が存在する。これが除草剤の効果に与える

影響について、植物残渣の量と除草剤の効果との関係の解析事例がある。いくつかの土壌処

理剤と草種、残渣の組合せにおいて、植物残渣に吸着された剤がそのまま効果発現に寄与し

ていること、植物残渣の庇陰によって雑草幼植物の生育が抑制されることが示唆されている。

ただし植物残渣は地表面環境の不均一性を拡大させ、除草剤の効果の不安定性が増す。また、

植物残渣による水分条件等の地表面環境の緩和が雑草の生育を助長する事例もある。 

同一の有効成分の除草剤を連用するとそれに対して効果の低い草種が次第に増加し、さ

らに抵抗性を有する変異型（除草剤抵抗性バイオタイプ）が出現するリスクが生じる。この

ため、成分の異なる剤を輪番で施用することが望ましい。日本でこれまでに大豆作の草種が

除草剤に抵抗性を獲得した例は報告されていないが、海外ではシロザやヒユ類でリニュロン

抵抗性バイオタイプの記録がある。 

 

３）大豆生育期の茎葉処理剤処理 －防除対象雑草と処理適期が重要－ 

大豆生育期の茎葉処理剤には、その対象雑草によってイネ科雑草対象、非イネ科雑草対

象、非選択性の３種に分類される。茎葉処理剤の効果は通常、雑草のサイズと反比例し、植

物体が小さければ効果が高く、生育の進みすぎた雑草には効果が低い。雑草の生育が進むと

茎葉がたがいに遮蔽するために、薬剤が群落下部の個体に付着しにくくなるという物理的な

問題も生じる。このため、高い防除効果を得るには、ラベルの記載にある生育時期に散布す

ることが重要である。また、茎葉処理型除草剤は土壌中で速やかに分解するので、処理後に
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出芽した雑草に対しては効果がない。 

イネ科雑草対象剤 

イネ科雑草対象の茎葉処理剤の有効成分にはシクロヘキサジオン系（○○ジムという成

分名が多い）のセトキシジム、クレトジムやアリルプロピオン酸系（○○ホップという成分

名が多い）のフルアジホップ P、キザロホップエチルがある。使用基準では多くの剤がイネ

科雑草３—５葉期（フルアジホップ P のみ、３－８葉期）となっているが、草種によっては

その幅は多少異なり、現地の発生草種に最も適した剤とその処理時期を選ぶことが求められ

る。これらの有効成分に対しては海外では複数のイネ科草種において抵抗性の出現事例が確

認されているが、日本では未確認である。 

 非イネ科雑草対象剤（全面処理、畦間処理） 

大豆生育期に全面処理できる畑地一年生雑草（イネ科を除く）を対象とした除草剤とし

てベンタゾン液剤がある。これまで大豆作で登録された他の除草剤と異なり、ほとんどすべ

ての品種で明瞭な初期薬害を生じ、感受性品種では薬害により大幅に減収することがある。

初期薬害の症状としては斑点、褐変、縮葉があるが、いずれも一過性であり、処理後に展開

する新葉には症状は認められない。現在の主要品種のほとんどは感受性が低いが、処理後に

高温・強日照が続く条件や低温、湿害で大豆が生育不良な条件では薬害が助長されることが

考えられる。そのため、使用する際には必ず公的指導機関の指導を受ける旨の注意事項が明

記されている。 

ベンタゾン液剤はタデ類やアメリカセンダングサ等キク科雑草への効果は高いが、シロ

ザ、ヒユ類、（イヌ）ホオズキ類、アサガオ類、マメ科雑草等、効果が低い雑草種もある。 

畦間処理では、全面処理での処理量（10a 当たり 100～150ml）よりも高濃度（300～500ml）

で処理でき、シロザやヒユ類に対する効果が高まる。畦間処理の場合、「大豆に飛散しない

こと」が大前提であり、散布位置、散布ノズル、飛散防止カバーの使用等、散布には細心の

注意が必要である。詳細は別途配付資料を参照していただきたい。 

非選択性茎葉処理剤（畦間処理） 

大豆作ではビアラホス液剤、グルホシネート液剤、ジクワット・パラコート液剤、グリ

ホサート系液剤が畦間処理できる。非選択性茎葉処理剤は、特に大豆に飛散しないように細

心の注意をして畦間に局所散布しなければならない。大豆の茎葉に飛散すると薬害を生じ、

枯死にいたる場合もある。畦間処理用の散布機材は改良が進んでおり、各地の現地実証試験

などの情報を参照するとよい。薬剤によっては、株間・畦間処理が検討されている。 

 

４）大豆生育期の茎葉兼土壌処理剤の畦間・株間処理 

リニュロン水和剤は基本的には土壌処理剤であるが、小さい広葉雑草には茎葉処理効果

もあり、大豆生育期に畦間・株間処理できる。大豆の本葉 3 葉期以降、雑草の草丈 15cm 以

下、大豆の本葉にかからないように散布し、使用晩限は収穫 30 日前までである。 

 

５．近年の難防除雑草 

温暖地の大豆作の主要雑草は従来、イヌビエ、メヒシバ、タデ類、シロザなどであった。

ここにあげる近年、大豆作で問題雑草として複数の地域から報告されている広葉雑草は、関

東以西で大規模に転作を継続した地域で蔓延している事例が確認されており、ベンタゾン剤

の効果も低いことから問題の拡大が懸念される。非選択性茎葉処理剤の畦間処理は大豆にか

からないように注意して雑草に散布しなければならず、大規模な圃場では効率性に問題はあ
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るが、これ以外に防除方法がない事態になってしまっているところでは有効である。非選択

性茎葉処理剤は数種類が登録されているが、非選択性というものの雑草の種類によって効果

が異なるので、注意が必要である。 

問題となっている草種には熱帯原産の帰化雑草が多く、以下のような防除困難な特徴をい

くつか持っている。 

(1)種子で繁殖するが、中耕除草後も出芽するなど出芽期間が長く、生育した残草が大豆成

熟から落葉期に問題となる。 

(2)出芽後、比較的早期に生殖生長を開始して種子を生産する。 

(3)幼植物が大豆草冠下でも生育可能であり、また草冠の隙間から地上に出やすい。 

(4)温暖な地域では越冬が確認されるなど、潜在的には短命な多年生と考えられ、降霜まで

生育を続けることが多く、収穫時に支障となるとともに、液果が収穫物に混入すること

で汚粒源となる。（特にイヌホオズキ類） 

(5)種子・幼植物のサイズが大きく、土壌処理剤による防除効果が低い。（特にアサガオ類） 

 

ヒユ類Amaranthus spp.：日本ではイヌビユAmaranthus lividus、ホナガイヌビユA. viridis、

ホソアオゲイトウA. hybridusの３種が広く分布する。ホソアオゲイトウは植物体全体に毛が

多く、花序の苞が目立つ。他２種と比べて大型で、しばしば草丈2mに達する。ヒユ類は土壌

処理剤の防除効果が高いが、大豆生育期に発生した場合、ベンタゾンに対する感受性が低い。 

イヌビユ、ホナガイヌビユは小苞が花被片より短いが、他のヒユ類は小苞が長く、花序が

刺々しく見える。この特徴からイヌビユ類をイヌビユ属Euxolusとして分けることもある。 

イヌビユ類を除いた狭義のヒユ類（ホソアオゲイトウを含む）はハリビユA. spinosus、イ

ガホビユA. poweliiなど約10種の帰化が確認されている。 

“アオビユ”はホナガイヌビユの別名とされることが多いが、ときに（ホソ）アオゲイト

ウの別名と紹介する資料がある。イヌビユとホナガイヌビユ、ホナガイヌビユと（ホソ）ア

オゲイトウが混同されていたり、間違った図版が掲載されている資料も少なくない。2000年

以前に刊行されたそれらの資料にしたがった場合、ホナガイヌビユとホソアオゲイトウが混

生している圃場では、前者がイヌビユと、後者がアオビユと誤認されていることが少なくな

い。“アオビユ”の呼称は実態の正確な把握を妨げ混乱を招くため、用いるべきではない。 

ナス科イヌホオズキ類Solanum spp.：イヌホオズキSolanum nigrum、オオイヌホオズキS. 

nigrescens、テリミノイヌホオズキS. americanumが大豆圃場への蔓延が確認されている。花

弁の切れ込み、種子サイズおよび果実内の球状顆粒の有無が識別点となる。オオイヌホオズ

キに比べ、花（果）数が少なく、花冠、葯の小さいものをアメリカイヌホオズキS. ptycanthum

とみなす考えがある。黒〜黒紫色に熟した果実が大豆収穫時に汚粒源となる。また、種間お

よび種内でベンタゾン剤に対する感受性が異なる。 

ナス科ホオズキ類Physalis spp.:ヒロハフウリンホオズキPhysalis angulata var. 

angulata）、ホソバフウリンホオズキP. angulata var. lanceifoliaがこれまで大豆作で確認

されている。これらは近年までセンナリホオズキP. pubescenceと混同されてきたため、2001

年以前に出版された図鑑類ではこの分類群について正確に記載されていない。ベンタゾンに

対する感受性が低い。 

（イヌ）ホオズキ類は、畑作の代表的土壌処理型除草剤であるジニトロアニリン系有効成

分に対する感受性が低いため、同剤が慣行的に連用されている場合、これらの種の蔓延を助

長する可能性がある。一方、リニュロンの畦間処理で防除効果が認められている。 
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アサガオ類Ipomoea spp.：アメリカアサガオおよびマルバアメリカアサガオI. hederacea 

(=Pharbitis hederacea)、マルバアサガオI. purpurea（=P. purpurea）、マメアサガオI.  

lacunosa、ホシアサガオI. triloba、マルバルコウI. coccinea（= Quamoclit coccinea）の

５種がこれまで大豆圃場への侵入が確認されている。萼の形態が最もよい識別点であるが、

子葉の切れ込み、本葉の毛の密度、突起の有無により開花以前でも識別は可能である。いず

れもつる性で作物にからみつき草冠を覆うため、繁茂後の除草作業はきわめて困難である。 

アサガオ類のベンタゾンに対する感受性には種間差が存在する。最も感受性が高いのはマ

ルバルコウであり、ホシアサガオ、次いでマメアサガオの感受性が高く、マルバアサガオ、

アメリカアサガオは最も感受性が低い。 

土壌処理剤による防除効果についても過去に北米で検討されている。マメアサガオ、アメ

リカアサガオ、マルバアメリカアサガオに対するアラクロール、ジウロン、リニュロンおよ

びプロメトリンの効果を比較したところ、どの草種に対してもプロメトリンが最も高い抑制

効果を示した。また、グリホサート、パラコート、リニュロン、2,4-D等の畦間処理によって

も高い防除効果が得られている。但し、処理濃度が日本よりも高く、そのまま利用できない。 

グルホシネートはアサガオ類に対しては移行性が高く、防除効果が高い。 

この他、イチビ、オオオナモミ、アメリカツノクサネム、エビスグサ、ヨウシュチョウセ

ンアサガオなどの侵入が認められている。 

大豆作の雑草防除に関して、日本で使用できる除草剤の草種別効果のデータ蓄積と公開が

望まれる。 

 

６．今後の課題 －現場と研究をつなぐために－ 

今後、ますます大規模・省力化が求められる大豆作においては、現在の日本の除草技術

の選択肢は十分なものではない。ほとんどの土壌処理剤は、その処理時期が大豆播種後出芽

前という短期間であり、播種期が梅雨時と重なるため、適期に散布できなかったり、効果が

不安定になることが多い。そのため、生育期に処理可能な除草剤の必要性は高い。新たな有

効成分の実用化とともに、出芽時期の遅い草種を防除するための既存剤の利用場面の拡大、

たとえば非選択性茎葉処理剤だけでなく土壌処理剤や茎葉兼土壌処理剤の生育期の畦間処

理や畦間・株間処理が検討され、一部実用化されている。 

一方、耕畜連携の進展や土作りの強化にともない、転作圃場への堆肥投入が増えており、

以前では飼料作圃場のみに見られた堆肥由来と考えられる外来雑草が大豆畑に侵入してい

る。ヒユ類、アサガオ類、ホオズキ類、イチビなどはその代表的なものである。十分に完熟

した堆肥であれば多くの雑草種子は熟成中に死滅する。しかし、雑草種子の全く混入してい

ない堆肥を作ることは非現実的である。したがって雑草の蔓延を防ぐためには侵入初期の発

見とその時点での防除が最も重要である。農道脇や水路際など、圃場周辺域が雑草の発生源

と考えられる地域も少なくない。大規模な転作団地において、難防除雑草の蔓延を防ぐには、

圃場周辺域を地域集団で管理するしくみを整えることや作物収穫後の圃場内で雑草の種子

生産を防止することが長期的な雑草防除につながる。 

また、現在、実用化に向けて研究が進められている技術としてカバークロップやリビン

グマルチの利用がある。植物の機能を利用したこれらの技術は機械除草や除草剤による防除

と比較して不安定性が大きいが、環境への配慮から期待されている。このような技術を導入

できる圃場は、雑草密度が一定以下であるなど、限られた条件のところであると考えられ、

現場からの情報に基づく適応場所の選定が必要であろう。 
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このような観点からも、今後の雑草防除技術の高度化においては、現場から研究機関ま

での連携関係を強化し、広域的な情報の集積と公開、研究の連携をすすめる必要がある。 

以下に現場と研究とをつなぐ今後の課題の項目をあげた。 

(1)実態の把握と数値化 

(2)既存剤・防除体系の効果確認と問題雑草の特定 

(3)既存の除草剤の利用場面拡大の要求 

(4)輪作体系と雑草発生量の関係把握 

(5)各種耕種作業に対する雑草の反応とそれらを統合した総合防除モデルの適用と評価 

雑草の生活史に沿って雑草防除にかかわる人為的・生物的要因の例をみると、現在の技術

ではまだ十分に利用されていない部分、あるいはその効果が不明な部分がある（図３）。今

後、除草剤だけでなく耕種的や生物的な方法等を組み合わせた総合防除が求められてくる。

総合防除のための個別技術は、いずれも単独では十分な効果に至らないものが多く、また、

単年度で効果が得られることは少ないと考えられる。これらの技術を適切に組み合わせて持

続することで長期的に防除効果を高めることができると考えられる。 

最終的に、経済的評価も組み合わせた現場での雑草防除の意思決定システムや埋土種子の

モニタリングに基づいた長期的雑草管理指針が提言できるように、現場から普及組織、研究

機関、大学、民間までを含めた関係者のさらなる連携強化が望まれる。 

 

カバークロップ・リビングマルチ  

 

 
図３. 雑草生活史と雑草防除にかかわる主な人為的・生物的要因 
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ダイズの病害の診断と対策 

 
農研機構・中央農業総合研究センター 

大豆生産安定研究チーム 
加藤雅康 

 

１）病害診断の手順 

現在までに 50 種類近くのダイズの病害が報告されている。この中には発生が局所的なも

の、現在は発生が少ないもの、被害が小さいものもある。農業上重要な病気にはモザイク

ウイルス病、わい化病、葉焼病、斑点細菌病、べと病、紫斑病、茎疫病、白絹病、黒根腐

病、さび病、褐紋病、菌核病、炭そ病などがあげられる。また、いろいろな病原菌によっ

て引き起こされる苗立枯病も重要な病害である。 

ダイズの生育に悪い影響を及ぼすものは、病気の他に土壌水分の多寡、養分の欠乏や過

剰、虫、雑草、農薬、遺伝的要因がある。病気はウイルス、細菌、糸状菌などの微生物(病

原菌という)による寄生を受けて本来の生育ができなくなり、生育に悪い影響を及ぼす状態

をいう。ダイズの根に形成される根粒は根粒菌という細菌がダイズの根に寄生している状

態だが、生育にプラスの面が多いので一般に病気としては扱わない。まず生育異常が病気

によるものかそれ以外によるものかを見分ける必要がある。これは簡単なことではない。

多くの生育異常サンプルを見る経験を積む以外によい方法はないかもしれない。ここでは

病気以外の要因による生育異常があるということを常に頭の片隅に置いて診断する必要性

を指摘するにとどめておく。病気とそれ以外の要因との見極め方や観察するポイントにつ

いては「植物医科学 上」(難波、2008)に詳しい解説があるので参照されたい。 

 以下に、病害診断の手順について概略を説明する。 

 

（１）圃場内の発生の仕方 

病気の発生の仕方は持ち帰ったサンプルにはない情報であるが、病気の診断に有力な手

掛かりを与えてくれるので、よく観察する(あるいは聞きとる)必要がある。 

圃場全面に発生している場合   空気伝染する病気に多い  

  恒常的に土壌病害が発生し、圃場全体に病原

菌がいる 

  薬害、養分欠乏 

圃場の一部に発生している場合     土壌伝染する病気に多い 

                   空気伝染する病気の初期段階 

                   土壌面の高低などの偏り 

          圃場周辺の除草剤散布     

個体ごとに離れて発生している場合  種子伝染する病気 
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（２）病気の進展の仕方 

  ある時突然全面的に広がる   病気の発生に好適な環境条件が起きた後        

  どんどん広がる   空気伝染する病気に多い 

  ゆっくり広がる    土壌伝染する病気に多い 

 

（３）病気の症状の出方  

  葉の異常 

斑点(大きさ、色、形、模様、斑点の周辺の色、黒点や白いカビ状のもの、胞子) 

葉全体の異常(モザイク、異形) 

茎や植物全体の異常 

茎が枯れ上がる、萎れる（茎の色調、茎の縦断面の色、根の色、黒点や菌核の有無） 

  植物の大きさ(小さい、大きい) 

 

（４）どの病気の植物を持ち帰るか。 

圃場で病名まで決定できればよいが、それができない時は持ち帰って調べる必要があ

る。その際、罹り始め、中程度(緑色も部分が残っているもの)、枯れたり葉が全面黄色

くなったりして病気の進んだものなど、さまざまな程度のものをサンプルとして持ち帰

るとよい。中でも、病気の罹り方が中程度のものがその後の診断には最適である。また、

植物全体を採集することも重要である。葉に症状がある場合でも病原菌は根や地際部に

ある黒根腐病の例もあるからである。健全と考えられるものも比較のために持ち帰ると

よい。他の人からサンプルを送ってもらう際にはこれらの注意点を伝えるとよい。 

 

（５）どこを見ればいいのか 

それぞれの病気には診断のポイントになる器官を形成することがあり(成功しないこ

とも多い)、表１にまとめた。これらの器官を見つければ診断の有力な手掛かりになる。

この器官を形成していなければ、湿らせたティッシュペーパーを敷いて湿度を高めたプ

ラスチック箱やポリ袋に罹病部を入れて室温で 1 日～2 日置くと器官の形成が見られる

ことがある。遊走子を形成する病原菌は罹病部を水中に置くと遊走子のうを形成するこ

とがある。また、植物病害研究者にサンプルを見てもらうことも、診断力を高めるのに

有効な方法である。 

 

（６）図鑑との照合 

最終的にはこれで診断する。しかし、図鑑は分かりづらい。典型的な症状のものしか

載せていないことが多い（この章も同じ）。検索表がなければ、症状がいちばん近い写真

を見つけて、解説を読んで適合しているかどうかを調べなければならない。検索表があ

っても、使用している用語が専門的であったり、現在形成していない器官で判定しなけ
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ればならなかったりして、最後までたどり着かないことがほとんどである。病斑は円形

または不整形などの表現もあり、書いてないのと同じではないかと思ってしまう判定基

準があり、戸惑うことも多い。結局、まず異常症状について図鑑と照らし合わせて当た

りをつけて、表１にある診断のポイントとなる器官を探し、また図鑑に戻って最終診断

に持ち込むのがよいと思われる。 

現在手に入る図鑑でダイズの病気を最も網羅しているものは「日本植物病害大事典」

であるが、一つの病気に通常 1 枚の図版しかないことと、図版が小さいことが難点であ

る。「原色作物病害虫百科第 2 版 ムギ・ダイズ・アズキ・飼料作物他」は 15 種類の病

気しか掲載されていないが、主要病害は網羅されており、図版も多く、診断のポイント

が記載されているので利用価値が高い。APS Press が出版している「Compendium of 

soybean diseases 4th edition」も、診断に役立つ。顕微鏡観察によって菌類の形態から

病名を診断する際には、「植物病原菌類図説」が菌類の属レベルの線画が掲載されている

ので役立つ。 

 

ダイズの病害診断に参考になる図鑑 

岸國平編（1998 年）日本植物病害大事典 全国農村教育協会 

農文協編（2005 年）原色作物病害虫百科第 2 版 ムギ･ダイズ･アズキ･飼料作物他 農山漁村文化協

会 

Hartman ら編（1999 年）Compendium of soybean diseases 4th edition  APS Press 

小林享夫ら編（1992 年）植物病原菌類図説 全国農村教育協会 

 

正確に診断するには症状だけでは困難で菌の分離が必要な場合がある(特にウイルス病は

品種によって症状が大きく異なるので電子顕微鏡による観察や血清学的診断や分子生物学

的診断が必要である。)。ここでは、ダイズの主要病害について分離操作までは行わない診

断のポイントを解説し、生態および防除対策を述べる。 
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表１．診断のポイントとなる症状と微生物の器官 

 
 

病害名 観察する

部位 
肉眼レベル ルーペ、実体顕微鏡

(倍率 10～20 倍)レベ

ル 

生物顕微鏡レベル 

葉焼病 葉 病斑の周囲に黄色の縁取

り。 
上位葉が落葉する。 

葉裏の病斑が褐色で

やや盛り上がること

がある。 

病斑を切ると細菌が

噴出 (これだけでは

斑点細菌病との見分

けは不可)。 
斑点細菌

病 
葉 病斑の周囲は透明感が強

い。 
病斑の中心部は黒く、破

れやすい。 

 病斑を切ると細菌が

噴出 (これだけでは

葉焼病との見分けは

不可)。 
べと病 葉、種子 葉の表が黄色い斑点、そ

の裏に糸くず状のかび 
  

うどんこ

病 
葉 葉の表面に小麦粉を撒い

たような白いかび 
  

さび病 葉 葉の裏に淡褐色の発疹 
下葉から落葉する。 

葉裏に胞子の噴出。  

葉腐病 葉、葉柄、

茎 
葉に大きな褐色斑紋 
灰色の光沢のない菌核 

  

菌核病 茎 白い菌糸と黒いネズミの

糞状の菌核 
  

紫斑病 葉、種子 輪郭が不明確なやや紫が

かった病斑 
透明な針状の胞子 胞子は片方が細くな

ったビリヤードのキ

ュー状。 
褐紋病 葉 褐色の病斑で周囲に黄色

の縁取り 
葉裏のくすんだ褐色病斑

病斑上の黒点とそこ

から噴き出るひも状

の胞子塊。 

胞子塊を観察すると

糸切れ状の胞子。 

炭疽病 葉、莢 黒点 黒点には剛毛が生え

ている。 
 

茎疫病 茎、根 地際部から続く茎の褐変 水中で卵型の遊走子

のうを形成。 
皮層部に卵胞子。 

黒根腐病 茎、根 葉に周辺が不明瞭な黄斑

や褐色斑、根の赤褐変、

赤褐色の子のう殻。 

透明な棒状の胞子の

束。 
黒色の微小菌核 (根
の透明化処理が必

要) 
白絹病 茎、 

地際部の

根 

地際部の白い扇状の剛壮

な菌糸と粟粒大の淡褐色

～褐色の平滑な菌核 

  

モザイク

病 
葉 葉のモザイク   

わい化病 全体 植物体全体のわい化   
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２）主に葉に症状が出る病気 

斑点細菌病（病原菌：Pseudomonas syringae pv. glycinea） 

名前のとおり細菌によって起きる病気である。東北地方や北海道などの北日本に多い。

葉に小斑点を形成し、融合して不整形の病斑になる。病斑が黒っぽいのがこの病気の特徴

である。病斑の周囲には黄色の縁取りがあるが、この部分は後述する葉焼病、紫斑病、褐

紋病より透明度が高く、明るい方に病葉をかざすとその部分が透けて見える。病斑の中心

部は破れて落脱しやすい。降雨の後など湿度の高いときには病斑部分に白色の菌泥が出る

ことがあり、乾くと汚白色の膜片が残る。病斑部が切断されるようにカミソリの刃で小片

を切り出し、1 滴水滴を置いたスライドグラス上に置き、カバーグラスをかぶせて 100 倍程

度の生物顕微鏡で観察すると、組織の一部から細菌が放出されるのが観察できる。これが

確認できると、後述の糸状菌類の病気と区別することができる。 

罹病種子と罹病茎葉が伝染源である。このため、健全種子を用いることと連作しないこ

とが重要である。 

 

斑点細菌病 

 

 

葉焼病（病原菌：Xanthomonas campestris pv. glycines） 

細菌による病気である。関東以西でよく発生し、８月以降に多くなる。小斑点を葉に形

成し、その周囲は多かれ少なかれ黄色になる。この褪色部の存在がさび病との区別点であ

る。病気が進展すると病斑は融合する。葉裏の病斑の中央部にコルク化した褐色の隆起が

認められることがあり、古くなると中央部が大きく裂ける。葉表の黄色部分は裏面では水

浸状になる。上位葉に発生することが多く、病斑数が多くなると小葉節で落葉する。斑点

細菌病と同様に病斑部を切断するように切片を作り、顕微鏡で細菌の溢出を確認する。 

罹病種子と罹病茎葉が伝染源である。このため、健全種子を用いることと連作しないこ

とが重要である。自然開口部や傷口から侵入するので、台風などの風雨の後に急に発生が

多くなる。ボルドー液やバリダマイシン液剤を予防的に散布が有効である。 
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葉焼病の初期病斑。病斑周囲の褪色に注意。    葉焼病の病斑 

    

葉焼病の病斑に隆起が見られる。         葉焼病による落葉。上位葉が落葉する。 

 

 

紫斑病（病原菌：Cercospora kikuchii) 

 日本全国で発生し、殺菌剤使用面積の最も大きい病害である。生育期全般にわたり発病

するが、最も大きな被害は種子に明瞭な紫色の斑紋を形成することによる品質低下である。

子葉には赤褐色～紫赤色の雲紋状斑紋を形成し、表面にはビロード状に分生子を形成する。

莢の肥大期の葉の病斑は大きくなり、褐色からやや紫色を帯びた濃褐色で、その周囲には

狭い黄変部があるが、褐紋病との区別が難しい。湿度が高い時には病斑上に分生子が形成

される。葉を折ってその折り返し部分を 20 倍のルーペで観察すると、分生胞子が毛羽立っ

て見えることがある。また実体顕微鏡下では透明の細長い分生胞子が黒褐色の分生子柄か

ら出ているのを観察することができる。分生胞子を観察できないと場合は、罹病葉を湿ら

せたティシュペーパーの上に置いてシャーレやポリ袋に入れて１～２日程室温で静置して

から観察する。 

罹病種子が最も重要な伝染源と考えられる。西南暖地では地表面に放置された罹病残渣

も翌年の伝染源になることが示されている(酒井、1988)。罹病種子が発芽すると、子葉に赤

褐色の病斑を形成する。病斑上に分生胞子を形成し、上位葉、葉柄や茎に感染し病斑を形

成する。盛夏にはいったん病勢が停滞するが、8 月下旬になると再び進展し始める。このこ

ろの葉の病斑は融合して大きくなる。開花後 2 週間から 6 週間の莢への感染が紫斑粒発生
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に寄与している(藤田、1990)。これより早い時期や遅い時期の莢への感染は紫斑粒には結び

つかない。分生胞子の形成と感染には高湿度が必要なので、降雨は病勢進展と紫斑粒の発

生を助長する。 

防除法は、健全種子を用いることが最も重要である。しかし、無病徴種子でも保菌して

いることがあるので注意を要する（笹原ら、2006）。殺菌剤の種子粉衣は初期の菌密度を低

下させる効果があり、チウラム水和剤、チオファネートメチル水和剤、ベノミル水和剤、

ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル水和剤、イミノクタジンアルベシル水和剤の

種子粉衣処理は効果があるが、後述のように耐性菌が発生している地域では効果が期待で

きない。西南暖地では罹病残渣のすきこみ処理も有効であると考えられる(酒井、1988)。紫

斑粒発生防止に最も効果が高いのは莢肥大期の殺菌剤散布である（藤田、1990）。散布時期

は紫斑粒発生に結び付く感染時期である開花後２週間から６週間後頃がよい。チオファネ

ートメチル耐性菌は全国で報告されている。いったん発生するとチオファネートメチルの

散布を止めても、耐性菌密度はあまり低下せず、再び使用を開始すると耐性菌密度は急速

に高まる（向畠、2003）。耐性菌に対してアゾキシストロビン水和剤、イミベンコナゾール

水和剤、シメコナゾール水和剤の効果が高い（青木、2007）。 

 

   
莢肥大後期の紫斑病の病斑（左右とも）      

   

葉に形成された紫斑病菌の分生胞子（矢印）    紫斑粒 

葉を折って観察したもの。 
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紫斑病菌の病斑上の分生胞子(透明の針状のもの)    紫斑病菌の分生胞子 

 

 

褐紋病（病原菌: Septoria glycinea） 

 葉に赤褐色から褐色の斑点や斑紋を形成し、その周囲は黄色になる。裏面の病斑はくす

んだ灰褐色である。葉焼病や紫斑病との区別が困難であるが、褐紋病は病斑の周囲がより

鮮やかな黄色になること、裏面がくすんだ色調であることで識別できる。紫斑病との相違

点を表２に示した（藤田、1990）。大きい病斑には黒色の微小粒（柄子殻）が形成される。

この葉を湿った紙を敷いた容器に置くと、１～２日後には柄子殻から粘塊が糸くず状に噴

出しているのがルーペや低倍率の実体顕微鏡で観察できる。柄子殻をつぶすか、この粘塊

を採って生物顕微鏡で観察すると、細長い柄胞子が認められる。この柄胞子が確認できる

と褐紋病と判断できる。 

伝染源は圃場に残された罹病残渣や罹病種子である。海外では重要な病気と位置づけら

れているが、日本における研究はほとんどない（倉田、1960）。 

 

   

褐紋病の病斑（左：表面、右：裏面）。葉裏の病斑がくすんだ灰褐色になる。 

      

病斑上に形成された褐紋病菌の柄子殻     褐紋病菌の柄胞子 
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表２．紫斑病と褐紋病のダイズ器官別の病徴比較 

（ ）：紫斑病の病徴との相違点 

藤田(1990)の第 3 表より抜粋。 

 

 

さび病（病原菌：Phakopsora pachyrhizi） 

東北地方以南で発生する。収穫期近くに広がることが多く、減収は大きくないが、数年

に一度東海地方以西で多発して減収に結び付くことがある。初め黄褐色の小斑点（１mm 以

下）が下位葉の葉裏に形成される。小斑点はあまり大きくならず、その中に１個～数個の

ドーム状の隆起（夏胞子堆）が形成され、やがて頂部が開口し夏胞子が放出される。この

時までは病斑の周囲は黄色にならない。古い病斑になると夏胞子堆の色が黒褐色になる。

しだいに病斑数が多くなり、上位葉でも病斑が認められるようになる。ひどくなると葉が

黄化し、小葉節から早期落葉する。 

伝染源は夏胞子である。宿主範囲が広く、クズ、ツルマメでは非常によく増殖し、アズ

キ、インゲンマメ、リママメ、フジマメ、エンドウなどにも感染する(加藤、2007)。日本で

は越冬できず（Pivonia & Yang、2004）、常発地域の台湾や中国華南地方から夏胞子が飛来

してくると考えられている。冬の気温が高くなって越冬できるようになった場合、本病の

発生時期が早まり、被害が起きる頻度が高くなるかもしれない。 

器官 紫斑病 褐紋病 

子葉 赤褐色～紫赤色の雲紋状斑紋。拡大

すると紫黒色を呈し、表面にはビロ

ード状に分生子を形成。 

濃赤褐色の斑紋。(病斑周囲が淡黄色を

呈することが多い。拡大を停止する頃

には病斑上に形成された柄子殻が茶褐

色の微粒点となる) 

胚軸 赤褐色～紫赤色の雲紋状斑紋。拡大

すると紫黒色を呈し、表面にはビロ

ード状に分生子を形成。 

未確認 

初生葉 

本葉 

赤褐色の円形の斑点。拡大速度が速

い場合には病斑周囲が濃緑色浸潤状

を呈する。 

濃赤褐色の斑点。（病斑周囲が淡黄色を

呈することが多い。拡大を停止する頃

には病斑上に形成された柄子殻が茶褐

色の微粒点となる) 

茎 赤褐色の斑点が気孔を中心に発生。

拡大すると紫黒色紡錘形となる。 

赤褐色の小条斑。(小さな条斑) 

莢 中央部がわずかに隆起した円形の赤

褐色斑点が気孔を中心に発生。拡大

するにつれて淡赤紫色～紫褐色を呈

する。 

赤褐色の小条斑。(小さな条斑) 
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 さび病の病斑                 病斑上の夏胞子堆と噴出し始めた夏胞子 

 
さび病が蔓延して落葉したダイズ 

 

 

べと病（病原菌：Peronospora manshurica） 

全国で発生し、発病面積の最も大きい病害であるが、減収は大きくない。白大豆ではあ

まり問題にならないが、黒大豆では種子に付着した汚白色の菌糸層が目立ち、品質を低下

させる。生育期では葉に鮮やかな黄斑を形成する。古くなると中央部が褐色から灰褐色に

なる。裏面には糸くず状の白色～汚白色のかび（分生子柄）が病斑上に認められるので他

の病害と区別しやすい。種子には薄紙が張りついたような菌糸層が形成され、そこに卵胞

子が多数観察される。 

 伝染源は罹病種子である（稲葉、1979）。しかし、現在登録のある種子消毒剤はない。茎

葉散布剤は多数登録されているので、これらをローテーションして散布する。被害許容水

準を 2%とすると、防除の要否を決定する要防除水準は上位葉の病斑面積率 2.5%で、この

レベルに開花 2～3 週間前に達した場合は 2 回の殺菌剤散布を、開花期に達した場合は 1 回

の散布を勧めている（齊藤ら、2000）。 
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べと病の病斑（左：初期、右：後期） 

     
べと病菌の分生子柄(糸くず状のもの)      べと病に罹った白大豆 

 

 

３）立枯性病害 

 立枯性病害とはダイズに立枯症状を引き起こす 13 種類の土壌病害の総称である。そのう

ち、現在広く問題になっている病気は、茎疫病、黒根腐病、白絹病である。立枯性病害の

中でも苗立ち不良は症状がよく似ているので、診断には病原菌を顕微鏡で確認したり、菌

を分離したりするのが望ましい。 

 

茎疫病（病原菌：Phytophthora sojae） 

日本全国で発生するが、四国や九州ではあまり問題になっていない。排水不良の水田転

換畑で発生が多く、畑作大豆ではほとんど問題にならない。生育期全般にわたって発生す

る。播種後まもなく感染すると、出芽不良を引き起こしたり、苗立ち不良を引き起こした

りする。苗立ち不良にはいろいろな原因があるので他の原因との見分け方は困難であるが、

畦に沿って連続的に出芽しなかったり、枕地部分が面的に出芽不良を起こしたりした場合

は茎疫病の可能性がある。初生葉期までは下胚軸がくびれて折れて枯死することが多い。

本葉が展開する頃は地際部から茎が褐色になり、次第に上部に伸展し、立枯れ症状を引き

起こす。古い病斑部にはオレンジ色のかびに覆われることが多いが、これは Fusarium 属

菌などが二次的に寄生しているものである。 

茎疫病と診断するには、罹病した茎を水道水で表面を洗浄し、滅菌水に浸して 1 日室温

で静置すると、40 倍程度の実体顕微鏡下で卵形の遊走子のうを確認する必要がある。また
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は、茎の皮層部をはぎ取って 100 倍程度の生物顕微鏡でダイズ組織内の卵胞子を確認して

もよい。これらの器官は後述の黒根腐病や白絹病などの他の立枯性病害では形成されない。

しかし、遊走子のうや卵胞子が確認されても、苗立枯れ症状株の場合は Pythium 属菌によ

る場合もありうる。 

 

    
茎疫病による苗立ち不良圃場         茎疫病の病徴。地際部から続く胚軸の褐変。 

    
開花期頃の立枯れ株             後期の立枯れ株 

   
茎疫病菌の遊走子のう               罹病組織に形成された卵胞子 

 

伝染源は茎や根に形成された卵胞子で、宿主が存在しなくても何年も生存するといわれ

ている。卵胞子は水があると発芽して遊走子のうを形成し、そこから遊走子が放出されダ

イズに感染する。 

感染には水が必要なので圃場排水をよくすることが重要である。考えられる圃場排水対

策としては、暗渠の施工、弾丸暗渠の実施、明渠による表面排水の促進、畦立て栽培があ

る。茎疫病で苗立ち不良になって播き直しする場合には、最初の栽培法よりも茎疫病の対

策を考えた栽培法をとる必要がある。 

本菌に対する真性抵抗性遺伝子が存在する。真性抵抗性は強い抵抗性でそれを侵せない

レースに対して完全に抵抗性となる。しかし、それを侵すレースには抵抗性を持たない品
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種と同程度に罹病する。土屋らは(1990)日本の 6 品種を判別品種として茎疫病菌をＡ～Ｊの

10 レースにまとめた。また、1 つの圃場で複数のレースが存在する場合も認められた。2000

年代に入り、同じ判別品種を用いてレース検定を行い、上記 10 レースとは異なる新レース

が報告されるようになった（Sugimoto ら、2006）。2006 年以降日本各地の茎疫病菌菌株に

ついてアメリカで用いられている 14 の判別品種を用いてレース検定を行ったところ 4～12

の品種を侵すことが明らかになった（森脇、2008）。真正抵抗性を利用するには、以下の２

点が明らかになっている必要がある。該当地域でどのレースが存在しているか（有効な真

正抵抗性遺伝子は何か）が明らかなことと、品種が保有している真正抵抗遺伝子が明らか

になっていることである。しかし、現在どちらも十分に解明されているとはいえず、真正

抵抗性を利用する手順は整っていない。また、レースが多様であることから真正抵抗性を

導入してもその効果は持続しない可能性がある。 

一方、作用力は真正抵抗性ほど大きくないが、どのレースにも効く抵抗性（圃場抵抗性）

がある。圃場抵抗性は初生葉が出るころから発揮されるといわれている（このため成体抵

抗性といわれることもある）。どの品種にもある程度は圃場抵抗性があり、生育ステージが

進むと播種直後のようなひどい被害は少なくなる。圃場抵抗性検定法が開発され、品種間

差があることが見出された（山下ら、2006）。今後、圃場抵抗性の強い品種が育成されるこ

とが期待できる。 

ダイズ茎疫病に対して、マンゼブ・メタラキシル水和剤、銅粉剤、ジメトモルフ・マン

ゼブ水和剤、ジメトモルフ・銅水和剤、シアゾファミド水和剤、ベンチアバリカルブイソ

プロピル・TPN 水和剤、アミスルブロム水和剤、シモキサニル・ベンチアバリカルブイソ

プロピル水和剤の登録がある（2010 年 7 月 26 日現在）。これらのうち、シアゾファミド水

和剤は種子塗沫処理の登録があるが、その他は全て散布のみの登録である。出芽前の感染

や苗立ち不良を防ぐには種子処理が有効である。耐性菌の発生を回避するために、これら

の殺菌剤をローテーションして散布するのが望ましい。 

 

黒根腐病（病原菌：Calonectoria ilicicola） 

 黒根腐病は生育全般にわたって発生するが、主に生育後半に早期黄化、葉脈間に大きな

黄色から黄褐色の壊死斑紋などの症状によって気がつくことが多い。地際部が赤褐色にな

ったり、細根が脱落して主根のみが黒褐色に残るいわゆる「ゴボウ根」症状を示したりす

る。根を１N 水酸化カリウム溶液中で煮沸して脱色・透明化し、縦断面の切片を顕微鏡観

察すると皮層部の細胞内に微小菌核が認められる。地際部にはオレンジ色から赤褐色の丸

い小粒（子のう殻）が多数形成されることがあり、黒根腐病菌の診断のポイントとなる。

その中には紡錘形から鎌形の子のう胞子を 8 つ含んだ子のうがある。しかし、黒根腐病に

罹っても子のう殻を必ず形成するわけではなく、その形成率は0%～80%と幅が広い。また、

地際部には無色透明の 3 隔膜をもつ棒状の分生胞子を形成することがある。これらの器官

のうち微小菌核が最も高頻度に見つけることができた(相馬、2003)。 
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 黒根腐病菌はダイズのほか、ラッカセイ、アルファルファ、ツルマメにも寄生する。第

一次伝染源は根に形成された微小菌核である。播種後ただちに感染株が生じ、その数は次

第に増加する。黒根腐病菌は根と地際部以外の部分に侵入しない(西、1999)。生育後半の葉

の病徴は黒根腐病菌の毒素によるものと考えられている。宿主作物がいなくても黒根腐病

菌は数年間土壌中で生存することができる。高土壌水分条件下で被害が大きくなる。水田

期間を 3 年以上とする田畑輪換は本病の防除に有効であるが(西、1999)、持続期間も 3 年

程度なので（斉藤、1997）継続的に転換する必要がある。黒根腐病に対して効果のある殺

菌剤は知られているが（仲川、2007）、登録されているものはない。現在トリコデルマ属菌

を用いた生物防除試験が行われている（前川ら、2007）。 

 

   
黒根腐病の病斑               黒根腐病の地際部の病斑 

      
黒根腐病菌の子のう殻（オレンジ色の小粒）   黒根腐病菌の分生胞子（棒状の胞子が束になっている） 

 

 

白絹病（病原菌：Sclerotium rolfsii） 

関東以西で多く発生する。生育全般にわたって発生するが、とくに７～８月の高温多湿

条件で多発するが、少雨でも多発することがある。株全体が黄化枯凋し、地際部には白色

の太い菌糸（菌糸束）が茎の上方へ進展するのが認められる。その部分に初め白色で卵形

の小粒が形成され、その後次第に大きくなり、粟粒大（１～２mm 程度）で褐色球形の菌

核が多数形成されるようになる。この菌核が認められれば白絹病と診断することができる。

出芽直後に感染すると苗立ち不良になる。この時期は菌核ができていることは少ないが、

糸状の菌糸が根部に認められる。 

85



白絹病菌は菌核が第一次伝染源であり、数年間は土中で生存する。非常に多犯性で多く

の植物に寄生する。未熟有機物でよく生育するので、麦稈の鋤込みや被覆は発病を助長す

る。また、中耕は土壌に新鮮な空気を送ることになり、培土も菌核を集めることになるの

で発病を促進する。排水のよい砂質土壌で多く発病する。湛水処理により被害を軽減でき、

その効果は有機物施用の併用により高まる（仲川、1999）。トリクロホスメチルの土壌潅注

やフルトラニルの株元散布も効果がある。 

 

     
白絹病による幼苗の萎れ株              白絹病による立枯れ（白い菌糸と褐色の菌核） 
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大豆成分の遺伝的制御技術の動向

作物研究所 大豆育種研究チーム

羽鹿 牧太

１．はじめに

食品用ダイズの用途は豆腐・油揚げ、味噌・醤油、納豆、煮豆など伝統的食品に使われる

ことが多く、これら既存の食品用の大豆が主に育成されてきたが、近年新たなダイズの需要

開拓を目指して様々なタイプの大豆が育成されつつある。ダイズの新たな需要開拓のための

研究は日進月歩であり、次々に新たな知見が得られていることから、ここではこれまでの主

な成果と現在研究が進行中の形質について触れる。

２．貯蔵タンパク質改変ダイズの育成

①リポキシゲナーゼ欠失大豆

ダイズの青臭みは種子中に含まれる過酸化酵素リポキシゲナーゼが種子中の脂質を酸化す

ることによって生じるヘキサナール類に起因している。食品加工の際には熱処理によりこの

酵素を失活させているが、熱処理だけでは処理前に生成した青臭みは完全には除去できない。

このため、豆乳などでは独特の豆臭さが残っており、消費の伸びが抑えられてきた。近年、

遺伝的にリポキシゲナーゼを持たない品種の育成が可能となり、「いちひめ」（平成８年）、「エ

ルスター」（平成 12 年）、「すずさやか」(平成 15 年）などが育成されている。リポキシゲナ

ーゼ欠失大豆は豆乳に使われる他、大豆粉にして他の食材と混用し、麺や饅頭などの用途に

用いられている。またリポキシゲナーゼ欠失大豆は普通大豆に比べると劣化が遅いため、油

揚げ用としても使われている。

②リポキシゲナーゼ・サポニン同時欠失ダイズ

リポキシゲナーゼ欠失ダイズの豆乳は青臭みがない反面、青臭みによって抑えられていた

渋み・えぐみが強く感じられることが大きな問題となっている。渋みの主な原因は胚軸中に

含まれるサポニンで、豆乳に加工される際には脱皮・脱胚軸が行われ、サポニンが除去され

ている。最近、最も強い不快味を呈する A グループサポニンを欠失したリポキシゲナーゼ完

全欠失品種「きぬさやか」が育成されている（平成 17 年）。この系統で作った豆乳は青臭み

に加えてえぐみなどの不快味が大きく減少しており、豆乳のさらなる風味改善に役立つと期

待されている。

③低アレルゲンダイズ

ダイズは牛乳・卵とともにアレルギー患者の多い食品の一つである。ダイズのアレルゲン

蛋白質は 16 種類が同定されているが、多くの患者がアレルギーを示すのは、Bd30K 蛋白質、

αサブユニット、Bd28K 蛋白質の３つである。近年このうちのα蛋白質を欠失した品種「ゆ

めみのり」（平成 13 年）、「なごみまる」（平成 19 年）が育成されている(図 1)。これらの品

種はαに加え、α’サブユニットも欠失しているため、加工的に Bd30K 蛋白質を取り除く
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ことが容易で、低アレルゲン食品の開発に役立つと期待されている。

最近になって、海外で遺伝子組み換え技術を用いて Bd30K 蛋白質を欠失した品種が作出

されたが、GMO 大豆に対する消費者の受け入れの問題もあり今のところ実用化されていな

い。また遺伝資源から極低 Bd30K 品種が見つかっているが、品種化までは至っていないよ

うである。

④高 7S ダイズ

7S タンパク質(β-コングリシニン)は血液中の中性脂肪低下効果や内臓脂肪低下効果が報

告されている。ダイズの貯蔵タンパク質は 7S と 11S からなっており、11S が減少すると 7S

が増加する相補的関係にある、このため 11S を欠失し、7S タンパク質を増加することが可

能で、7S が 1.8 倍に増加した品種「ななほまれ」（平成 21 年）が育成されている(図 2)。「な

なほまれ」は「タマホマレ」に 11S 欠失性を導入した品種で栽培しやすい品種である。

⑤貯蔵蛋白質完全欠失ダイズの開発

ダイズの貯蔵蛋白質の 6 ～ 7 割は 7S 蛋白質と 11S 蛋白質である。近年これらの貯蔵蛋白

質の改変が進んできたが、究極の貯蔵蛋白質改変ダイズとも言える 7S・11S 同時欠失ダイズ

も育成されている。この系統の総窒素含量は普通ダイズと変わらず、遊離アミノ酸、特にア

ルギニンが増大している。アルギニンは成人では必須アミノ酸ではないが、乳幼児にとって

は必須アミノ酸であり、成長ホルモンの分泌、免疫機能の向上、肝機能の増強、脂肪の燃焼

などの作用も報告されているので、今後の用途開発が期待される。

⑥高イソフラボン含量ダイズ

ダイズイソフラボンはダイジン、ダイゼイン、ゲニスチン等の配糖体からなる。イソフラ
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ボンは、女性ホルモンに似た構造を持ち、骨粗鬆症予防や糖尿病予防、ガン抑制などの機能

性を持つことから注目を集めている機能性成分である。イソフラボンは冷涼な気象条件下で

含量が高まることが知られており、これまで高緯度地方で栽培されたダイズが高イソフラボ

ンダイズとして流通してきた。

近年遺伝的にイソフラボン含量が高い品種が育成されており、DNA マーカーの開発も進

んでいる。これまでに育成された高イソフラボンダイズとしては「ふくいぶき」(平成 14 年)、

「ゆきぴりか」(平成 18 年）などがある。これらの品種は同じ環境条件下で栽培された普通

ダイズの 1.5 ～２倍のイソフラボン含量を示す。他にもイソフラボン含量が高い系統が育成

されており、今後は付加価値の一つとして定着していくものと考えられる。

３．近年研究が進展している成分改変研究

①高カルシウムダイズ

カルシウムは骨や歯の主成分で、日本人にとってダイズは重要な摂取源の一つとなってい

る。また近年カルシウムが豆腐加工適性に影響を及ぼすことが明らかにされ、加工適性改良

の観点からカルシウム含量の増加が研究されている。

カルシウム含量には栽培環境と品種特性の両方が影響を与えることが知られている。同一

地域でも栽培年・栽培地で含量は異なり、作物研では 6 月播種の方が 7 月播種よりカルシウ

ム含量は低い傾向にある。

またカルシウム含量には品種間差異があり(図 3)、最も低い品種と高い品種では 3 倍以上

の差がある。近畿・中国地域の主力品種の一つ「サチユタカ」は比較的カルシウム含量が低

い品種であり、高カルシウム品種と交配してカルシウム含量を高める育種が始まっている。

さらに海外では遺伝的にカルシウム含量に影響を与える QTL も見つかっており、今後 DNA

マーカーの開発により、効率的に高カルシウム特性を導入できるようになると期待されてい

る。
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②低カドミウム蓄積ダイズ

国内の主要品種のカドミウム含量を調査すると高カドミウム蓄積品種群と低カドミウム蓄

積品種群に大別できる。このうち高カドミウム蓄積品種群は育成系譜からさらに「Harosoy」

を祖先に持つ「Harosoy グループ」、「玉錦」「伊予」を祖先に持つ「ホウギョク」グループな

どいくつかの遺伝的に関連のあるグループに分けられる。

このうち「Harosy」グループについては「Harosoy ×フクユタカ」の RILs を用いて遺伝子

解析が行われた結果、高カドミウム蓄積性は劣性の 1 遺伝子支配であることが分かり、DNA

マーカーの開発が行われている。またこのマーカーを用いて育成材料からの高蓄積系統の除

外や高蓄積品種に低蓄積性を戻し交雑で導入する試みが始まっている。

「Harosoy」以外の高蓄積品種群については詳しく分かっていないが、「ホウギョク」由来

の高カドミウム蓄積性も単一の劣性遺伝子であることが分かっている。

普通ダイズよりもカドミウム蓄積が少ない品種については、遺伝資源のスクリーニングを

行った結果、「ALA60」などいくつかの品種が見いだされている。これらの品種を用いた極

低蓄積品種の育成も行われており、「S0010-12」など「フクユタカ」より 15-30%程度カドミ

ウム蓄積量が少ない系統も育成されている。

(注）現在国連の Codex 委員会で食品中のカドミウム含量の新たな基準が検討されてい

る。当初大豆は 0.2mg/kg の基準が提案され、緊急の対応策が求められた。そこで

全国の主要品種のカドミウム吸収の品種間差異を調査した結果、我が国の主要品種

は低品種と中～高品種に分けられることが分かってきた。「フクユタカ」、「エンレ

イ」などほとんどの品種は低グループに含まれるが、「スズユタカ」など一部は中

～高グループに入り、栽培にあたっては土壌中のカドミウム含量に特に注意する必

要がある。なお、Codex 委員会における大豆のカドミウム基準値については、当初

提案が撤回され議論の対象となっていないが、安全性の向上の観点から極低の遺伝

資源の探索や高吸収に連鎖する DNA マーカーの開発などの基礎研究が続けられて

いる。

③その他成分

トコフェロールは脂溶性のビタミン E の一種であり、抗酸化活性を示す。ダイズにはα-、

β-、γ-、δ-の 4 つのトコフェロールが知られている。このうち最も抗酸化活性の高いα-

トコフェロール含量が高い品種がいくつか見つかっている。これらの品種と普通品種との交

配後代の解析からこの形質が遺伝形質であることが明らかにされ、さらに高α-トコフェロ

ールに関連する QTL 解析が行われて選抜に利用可能な SSR マーカーが特定されている。

カロテン系の機能性成分であるルテインは白内障等眼病予防に効果を持つと考えられてい

る成分であり、ダイズ中にもわずかながら含まれている。近年ルテインの品種間差異が明ら

かにされ、ダイズの野生種であるツルマメはダイズより多く含む傾向にあり、中には数倍以

上のルテイン含量を持ツルマメ系統が見つかっている。すでに遺伝解析も行われいくつかの

QTL が同定されており、ダイズへの導入も開始されている。

これら成分以外に成分改良の研究が進んでいる主な成分は表 1 に示した。ダイズは健康食

品としての認知が広まっており、これからも新たな成分が改良のターゲットとなっていくと
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思われる。

４．今後の成分改変ダイズ育成の方向

成分改変ダイズは現在では広くダイズ育種の中に取り入れられており一つの大きな研究分

野となっている。海外でも進んでいるが、1980 年代から豊富なタンパク質変異体を見いだ

してきたわが国は一歩リードしている状況である。

しかし成分改変品種の実用化の面では日本は必ずしも進んでいるとは言えない。この原因

として、(1)成分改変した品種の用途・製品開発体制が不十分なこと、(2)生産体制を整える

のに時間がかかり、実需者のニーズにタイムリーに対応できないこと、(3)奨励品種に採用

されないと補助金を十分受け取ることができないケースが多く、コスト面で実需者が購入し

にくいことなどが考えられる。

成分改変の研究は多くの人の興味を引くことから研究の進展は著しいが、育成した新規成

分品種を普及し実用化していくためには品種開発だけでなく、製品開発・栽培管理・流通管

理などの幅広い分野での協力体制を構築していく努力が求められる。
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2010.08.25 

マーカーを用いた新たな育種法 

 

近畿中国四国農業研究センター 

大豆育種研究近中四サブチーム 高田吉丈 

 

 

１．ダイズゲノム解析 

 ダイズはタンパク質や脂質に富んだ作物で、その用途は食用、油糧用、飼料用、工業用

などの原料として多岐にわたり、日常生活に不可欠である。近年、新興国の旺盛な消費な

どから、年々世界のダイズ需要が増加している。このような状況下、各国で生産性向上や

有用形質の改良などを目標に育種・研究が進められている。そして、さらなるダイズ研究

進展のためには、ゲノム研究基盤の整備が重要な鍵となる。1990 年代から国内外で RFLP

マーカーや SSR マーカー等の分子マーカーによる連鎖地図の作製が進められ、近年、20 の

染色体に収束する分子連鎖地図が報告された。2006 年 1 月に米国エネルギー省（DOE）と

農務省（USDA）が共同でダイズゲノム塩基配列解読プロジェクトを実施すると発表し、

2008 年 1 月にはダイズゲノムの予備的な assembly（構築）と annotation（注釈づけ；ゲ

ノ ム 情 報 に 遺 伝 子 と 機 能 を 割 り 当 て る こ と ） が Web サ イ ト の Phytozome

（www.phytozome.net）で公開され、さらに同年 12 月には、染色体ベースの assembly と

annotation のデータベース「Glyma1.0」が公開され、ダイズゲノム情報が誰にでも利用可

能な環境が整った。ダイズゲノム塩基配列解読の成果は、「Nature」(2010 年 1 月 14 日号）

に掲載され、これらの情報はダイズの有用な遺伝形質の解析や分子マーカー利用による優

良ダイズ品種開発の効率化に貢献するとともに、マメ科植物の生理生態の解明のツールと

して期待される。また、今回明らかになったダイズゲノム塩基配列から類似遺伝子の存在

とその重複の分布を解析した結果、5,900 万年前と 1300 万年前に全ゲノムの重複が生じ、

遺伝子の多様化と欠損、染色体再配置が引き起こされたことが分かった。 

 

２．マーカーを用いた新たな育種法 

（１）DNA マーカーとは 

 育種選抜において目的の遺伝子と連鎖関係にある目印（マーカー）を利用できれば、目

的遺伝子を導入した個体（または系統）を高い確率で選ぶことができる。遺伝マーカーは、

表現型マーカーと DNA マーカーに分けられる。表現型マーカーは品種間で差異のある形質
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をマーカーとして利用するもので、例えば、ダイズの花は紫花と白花の２種類あり（紫花

が白花に対して優性）、目的遺伝子と白花が連鎖関係にあれば、白花をマーカー（目印）と

して選抜できる。しかし、表現型マーカーの欠点は数が限られることである。他方、DNA

マーカーは、目的遺伝子あるいはその近傍に存在する、品種や系統間のゲノム塩基配列の

違いをマーカーとして利用する。ゲノム全体には、品種間に多数の塩基配列の違いがある

ため、大量に DNA マーカーを作出することが可能である。また、全ゲノム塩基配列情報が

利用できれば、希望の染色体領域に DNA マーカーを作ることも可能である。 

 

 

（２）DNA マーカーの種類 

①RFLP（Restriction Fragment Length Polymorphism）マーカー 

 ゲノム DNA を制限酵素で切断したときに生じる断片の長さの差異（多型）を利用したマ

ーカー。制限酵素切断断片が付着したナイロン膜に DNA プローブを結合させるサザンハイ

ブリダイゼーション法で検出する。共優性マーカー。 

 

②SSR（Simple Sequence Repeat）マーカー 

 マイクロサテライト（Microsatellite）ともいう。2～5 塩基の繰り返し配列（ATT や CT

など）がゲノム全体に散在しており、品種間で繰り返し配列の回数に違いがある。繰り返

し領域の外側の配列からプライマーを設計し、PCR 増幅による断片の長さの差異を利用し

たマーカー。ゲノム塩基配列情報が利用できれば、ゲノム上の目的領域にピンポイントで

プライマーを設計できる。共優性マーカー。 

 

③SNP（Single Nucleotide Polymorphism）マーカー 

 ゲノム塩基配列中の１個の塩基置換による差異を利用したマーカー。SNP はゲノム中に

高頻度（数百～千塩基に１個）で存在するため、非常に多くのマーカーを作ることができ

る。共優性マーカー。 

 

④RAPD（Random Amplified Polymorphic DNA）マーカー 

 任意の配列からなる短いプライマー（10 塩基前後）により PCR 増幅される断片中に偶然

検出される差異を利用したマーカー。精度や再現性が劣る。ゲノム塩基配列情報の無い種

に用いられる場合が多い。優性マーカー。 
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⑤AFLP（Amplified Fragment Length Polymorphism）マーカー 

 2 種類の制限酵素の組合せによりゲノム DNA を切断した断片にアダプターを結合させ、

PCR 増幅により検出される差異を利用したマーカー。1 組のプライマーで多数の増幅断片

が得られる。優性マーカー。 

 

⑥CAPS（Cleaved Amplified Polymorphic Sequences）マーカー 

 PCR 増幅断片を制限酵素により切断し検出される差異を利用したマーカー。共優性マー

カー。 

 

⑦In/Del（Insertion / Deletion）マーカー 

 ゲノム塩基配列中の Insertion（挿入）または Deletion（欠失）を利用したマーカー。SSR

マーカーはこの 1 種である。共優性マーカーまたは優性マーカー。 

 

※②～⑦は PCR を利用したマーカーである。ダイズでは、解析操作が容易で、マーカー数

も充実している SSR マーカーがよく利用されている。 

 

 

（３）ダイズにおける DNA マーカー選抜 

①解析材料 

 DNA マーカー選抜を行うためには、使用する DNA マーカーを開発しなければならない。

そのためには、目的形質の遺伝子源となる品種・系統や遺伝資源が存在すること、目的形

質の表現型評価方法が確立していること、目的形質を有する品種・系統や遺伝資源を交配

母本とした解析材料が作成されていることが必要である。特に形質の表現型評価方法はマ

ーカー決定の重要な要因であるため、安定した再現性の高い方法を確立することが望まれ

る。また、解析材料については、養成途中での欠株等によって解析材料に遺伝背景の偏り

が生じると正確なマーカー解析が困難になる場合があるので、材料養成は十分な注意を払

い、丁寧に行う。主な解析材料は次の通り。 

・F2集団： 

材料養成は容易だが、自殖を進めると遺伝子型が変化するため反復実験ができない。F2

個体単位で評価できない形質は、F2個体毎に収穫した F3を使って評価する。 

 

・RILs（組換自殖系統群）： 
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 単粒系統法により、各 F2個体を繰り返し自殖して作出する。ヘテロ型の領域がどちらか

の交配親の遺伝子型で固定される。実験の供試材料としては F6以降の世代を使用する。染

色体全体の遺伝子型がほぼ固定しているため、反復実験が可能。 

 

・BILs（戻し交配組換自殖系統群）： 

 戻し交配を一度行い、以降 RILs と同様に操作し作出する。理論上、BC1F7 では約 75%

の領域が反復親型、約 25%が１回親型の遺伝子型に固定される。戻し交配をすることで、

遠縁交雑で生じる不稔性等の障害を回避する。RILs 同様に反復実験が可能。 

 

②DNA 抽出 

 DNA は、葉あるいは種子（子葉部分）から抽出する。なお、交雑種子や F2 種子を使う

場合、子葉と種皮の世代が１世代ずれていて遺伝子型が異なるため、種皮の混入が PCR の

結果を左右することがあるので種皮を抽出サンプルに入れないように注意する。RILs 等の

世代が進んで固定した系統の種子をサンプルにする場合には、種皮の混入をそれほど気に

する必要はない。 

DNA マーカー開発のためのマッピングには、比較的多くの DNA 量を必要とするため、

CTAB 法により抽出する。また、大量のサンプルを処理する場合に、DNA 自動抽出装置が

使用できれば、DNA 抽出に費やす時間や労力を大幅に軽減できる。 

我々のサブチームは DNA 自動抽出装置を所有しておらず、また、CTAB 法は操作が煩雑

であることから、通常 DNA は簡易抽出法で行っている。ダイズの SSR マーカーは、簡易

抽出法により得られた粗 DNA を鋳型にした PCR でも十分に増幅される。簡易抽出法の

DNA 抽出液の組成は、200mM Tris-HCl (pH7.5)、250mM NaCl、25mM EDTA、0.5% SDS

（種子の時のみ添加）である。操作手順（種子）は次の通り。 

ⅰ）約 10mg の種子粉あるいはカッターで削った種子片に DNA 抽出液 1ml を加える。 

ⅱ）ボルテックス後、室温で１時間撹拌する。 

ⅲ）遠心後、水層を新しい 1.5ml チューブへ移す。 

ⅳ）水層の 3/4 倍量のイソプロパノールを加えて混合する。 

ⅴ）遠心後、上清を捨てて、70%エタノールで洗浄する。 

ⅵ）風乾後、滅菌水に溶解して PCR に使用する。 

※葉をサンプルにする場合は、ⅱ）が「DNA 抽出液の色が緑色になるくらいに葉をつぶす」

となり、１時間の撹拌は必要ない。その他は同じである。 
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③ダイズの選抜に利用できる DNA マーカー 

 ダイズの DNA マーカー選抜が可能な主な形質を列記する。なお、新農業展開ゲノムプロ

ジェクト「ゲノム研究成果を活用した大豆等イネ科以外の新品種開発（他作物マーカー）」

において新たな DNA マーカーの開発やマーカーの高精度化が進められている。 

・ダイズモザイクウイルス抵抗性（A, B 系統）：Rsv1［サチユタカ、フクユタカ等］ 

・ダイズモザイクウイルス抵抗性（A, B, A2 系統）：Rsv1［エンレイ、タチナガハ、リュウホウ等］ 

・ダイズモザイクウイルス抵抗性（A, C, D, A2 系統）：Rsv3 

・ダイズモザイクウイルス抵抗性（A, B, C, D, E, A2 系統）：Rsv4 

・ダイズシストセンチュウ抵抗性：Rhg1, Rhg2, Rhg4（Rhg3 は開発中。Peking 由来のセ

ンチュウ抵抗性は４つの遺伝子により支配されている。） 

・ダイズわい化病抵抗性：Rsdv1      

・茎疫病抵抗性：Rps1 

・アブラムシ抵抗性：Raso1 

・難裂莢性：qPDH1 

・開花期：E1, E2, E3, E4 

  

④DNA マーカー選抜の活用場面と今後の展開 

ダイズ育種における DNA マーカー選抜の活用場面のひとつに、連続戻し交雑による「フ

クユタカ」「エンレイ」などの主力品種への病虫害関連形質や難裂莢性の導入があげられる。

交雑種子のマーカー選抜と戻し交雑を年２～３回行うことにより、育成期間を短縮する。

前出の他作物マーカープロジェクトでは、育成サイドとマーカー解析サイドが連携を図り、

各々の得意分野を分担して DNA マーカー選抜を利用した系統の開発を進めている。このな

かで、地方番号を付与した系統が育成されており、現在、奨励品種決定調査に供試されて

いる。 

 また、DNA マーカー選抜は初期世代の集団展開前選抜や中期世代の個体選抜・系統選抜

に利用できる。この場合、DNA は種子から抽出し、希望する遺伝子型の種子のみ圃場に播

種して世代を進める。米国の民間種子会社では、全ての育種材料について DNA マーカー選

抜を毎世代実施しており、マーカー選抜の全行程が自動化されているが、当然ながら莫大

な費用がかかる。国内の育成地では、費用や労力の面から全ての育種材料に DNA マーカー

選抜を行うことは不可能であるが、徐々に活用範囲を広げていきたい。そのためには、費

用対効果を考慮して、マーカー選抜を適用する交配組合せや使用する DNA マーカーを選択

すること、あわせてマーカー解析のコストダウンを図る必要がある。 
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 現在のところ DNA マーカー選抜に利用できる形質の数が限られているが、将来的には、

各育成地で養成中のマーカー開発用解析材料を使用して、質的形質のみならず、収量性、

湿害抵抗性や子実成分など量的形質の選抜マーカーの開発が見込まれる。また、SNP マー

カーの開発が進み、ダイズのゲノム全体を網羅するようになれば、SNP マーカーを配置し

た DNA マイクロアレイ（DNA チップ）により全染色体を希望の遺伝子型にする「オーダ

ーメイド育種」が可能になるだろう。ただし、DNA マーカーを過信せず、圃場評価を怠ら

ないことが肝要である。 

  

 

（４）おわりに 

 ダイズ育種への DNA マーカーの利用は始まったばかりであるが、すでに強力な選抜ツー

ルになっている。DNA マーカーによって主要品種への病虫害抵抗性等のピンポイントでの

導入やウイルス病の生物検定が難しい場所での抵抗性育種が可能となった。今後、様々な

形質に関するマーカーが開発されることで、優良品種育成の加速化が期待される。 
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病虫害抵抗性育種の現状と課題

作物研究所

大豆育種研究チーム

山田 直弘

１．抵抗性品種の育成状況

国内の大豆育種事業において病虫害抵抗性は主要な育種目標として位置付けられてきた。

とりわけ、農薬による防除が比較的困難なセンチュウやウイルス、土壌病害に対しては抵

抗性品種の作付けが最も有効な対策となりうる。また、現在有効な農薬が存在する病害で

も、減農薬の観点から抵抗性品種への期待は大きい。

以下、実際の抵抗性育種で鍵となる抵抗性の性質でおおまかに区分した病害虫毎に品種

育成の進捗状況を概説する（各論は後述）。

１）真性抵抗性で検定が容易な病害虫

抵抗性育種が最も効率的に実施でき、多数の抵抗性品種が育成されている。ダイズモザ

イクウイルス（SMV）、主たる発生地域の北海道限定で茎疫病とべと病が該当する。一般

に複数のレースが存在するので、各レースに応じた抵抗性育種が展開されている。既存の

抵抗性品種を侵す新たなレースへの対応として、他の真性抵抗性遺伝子や圃場抵抗性の導

入が図られている。

２）量的な抵抗性で環境の影響が比較的少ない病害虫

再現性の高い検定法が確立されているため、育種が着実に進んでいる。ダイズシストセ

ンチュウ（SCN）に対しては多数の抵抗性品種が育成されているが、より寄生性の高いレ

ースへの対応が求められている。ダイズわい化ウイルス（SbDV）、ハスモンヨトウ、ジャ

ガイモヒゲナガアブラムシについては現在のところ育成品種は多くないものの、今後はマ

ーカー選抜により品種育成が加速化するものと考えられる。

３）量的な抵抗性で環境の影響が比較的大きな病害虫

安定した検定が比較的困難で効率的な育種法が確立されていないが、紫斑病のように育

成過程で自然発生する病害虫では抵抗性の弱い個体が淘汰される。

２．抵抗性評価・選抜法

１）育成圃場での自然発病

空気感染や飛沫感染をする紫斑病、べと病、葉焼病、細菌斑点病、うどんこ病は圃場全

面に比較的均一に発生することが多いため、育成中に観察することで抵抗性の劣る系統や

個体を淘汰することができる。

２）選抜圃場

ダイズシストセンチュウや土壌伝染性の立枯性病害も育成圃場で発生することがあるが、

均一に発生しないため抵抗性個体と被害を免れた個体の識別が難しい。そこでこれらの病

原で均一に汚染された圃場を用いている。また、虫害やアブラムシ媒介ウイルスの無防除

試験、紫斑病やべと病の発病促進試験などにも用いられている。ダイズモザイクウイルス

や茎疫病では圃場抵抗性も評価されている。
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３）幼苗接種検定

ウイルス病、茎疫病の真性抵抗性の検定に広く用いられている。また、ダイズシストセ

ンチュウや黒根腐病では選抜圃場よりさらに精密な検定手段として用いられる。幼苗検定

は温室や実験室内で実施できるため、育種の効率化、迅速化に寄与している。

４）マーカー選抜

ダイズシストセンチュウ、ダイズモザイクウイルス、ダイズわい化ウイルス、ジャガイ

モヒゲナガアブラムシ、ハスモンヨトウ、茎疫病などに用いられている。マーカー選抜の

利点としては、検定労力の軽減（ダイズわい化ウイルス、ジャガイモヒゲナガアブラムシ、

ハスモンヨトウなど）、抵抗性遺伝子の効率的な集積（ダイズシストセンチュウ、ハスモン

ヨトウ、ダイズモザイクウイルスなど）、ホモ型とヘテロ型が識別できることによる戻し交

配の迅速化、種子（子葉）から抽出した DNA を用いることによる播種前選抜などが挙げら

れる。病虫害抵抗性に関しては、病原を用意しなくても育種が可能になることで、各育成

地がこれまで扱っていなかった病害虫を新たに育種対象に加えやすくなる。抵抗性選抜マ

ーカーの情報は海外からも次々と報告されているので、今後、より多くの病害虫に対して

適用されると考えられる。

３．抵抗性育種法

１）単交配

現在でも最も多く用いられている。多数の形質を同時に改良することを目標とする場合

が多いので、マーカー選抜が適用される割合は低い。

２）連続戻し交配

ＵＳＡではダイズシストセンチュウ抵抗性や茎疫病抵抗性品種が多数育成されている。

日本ではもともと連続戻し交配をタンパク質組成の改変など成分育種に適用するケースが

多かったが、マーカー選抜が可能になったことで最近は病虫害抵抗性にも広く用いられる

ようになってきた。成分改変の場合と異なり、病虫害抵抗性を導入した同質遺伝子系統は

流通上反復親と同じものとして扱われることが期待できる。今年、マーカー選抜と連続戻

し交配で病害虫抵抗性を導入した品種としては国内初となる２品種が育成された。ひとつ

は北海道の主要品種「ユキホマレ」に SCN レース 1 抵抗性を導入した「ユキホマレＲ」、

もうひとつは九州をはじめとする温暖地の主要品種「フクユタカ」にハスモンヨトウ抵抗

性を導入した「フクミノリ」である。

３）遺伝子組み換え

現在、大豆の育種試験地では取り組んでいない。他の機関ではダイズモザイクウイルス

やダイズわい化ウイルスを対象にした抵抗性組み換え体の作出に成功している。

４．各病害虫に対する抵抗性育種の状況

１）ダイズモザイクウイルス(SMV)

北海道を除く日本各地で発生する。当初５種類の病原系統 A,B,C,D および E が見いださ

れ、その後西日本で A2 系統が報告された。このうち病原系統 A,B の発生域が広いとされ

ているが、現在栽培されている品種の大半はすでに A,B 抵抗性品種に置き換わっているた

め被害は少なくなっている。抵抗性遺伝子座として Rsv1、Rsv3、Rsv4 の３座が報告されて
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いて、A,B抵抗性品種の多くは Rsv1座に抵抗性遺伝子を持っている。

病原系統 C,D は主に東北南部から北陸、東山地方で発生している。これらを対象に、さ

らに Rsv3 遺伝子（A,A2,C および D に抵抗性）などを導入して A,B,C および D 系統に対す

る抵抗性を持たせた品種が数多く育成されているが、C,D 抵抗性品種の作付け面積は必ず

しも多くない。以前に比べて SMV の発生そのものが減っていることや、既存の C,D 感受

性品種でも圃場抵抗性が向上していて極端な被害が少なくなってきたことなどから、真性

抵抗性品種を積極的に導入する必要性が薄れていることが主たる要因と考えられる。

中国地方とその周辺地域では栽培品種が「タマホマレ」から「サチユタカ」に置き換わ

ったことにより、「サチユタカ」を侵す A2 系統の発生が問題になってきている。Rsv1 座に

は数種類の対立遺伝子が報告されていて、「タマホマレ」や東日本の品種の多くが A2 にも

抵抗性を示す Rsv1 遺伝子を持つのに対し、「フクユタカ」や「サチユタカ」は A2 に感受

性の Rsv1 遺伝子を持つ。そこで、A2 抵抗性型の Rsv1 遺伝子または Rsv3 遺伝子を導入し

て A2抵抗性を付与する取り組みが進められている。

このほか、ウイルスに感染しても上位葉への移行を抑える Rsv4 遺伝子や、褐斑粒抵抗性

の利用が一部で進められている。褐斑粒抵抗性品種はウイルスの種子伝染率も低く、ウイ

ルス密度を低減する効果も期待できる。これらはいずれも新たな病原系統による抵抗性の

崩壊が起きにくい抵抗性と考えられる。

以上の抵抗性遺伝子座にはそれぞれ近傍マーカーが報告されていて、MAS を用いた連続

戻し交配による同質遺伝子系統の作出のほか、抵抗性遺伝子の集積も図られている。海外

では SMV を媒介するダイズアブラムシに対する抵抗性が報告されているが、アブラムシの

バイオタイプによって効果が異なるため、直ちに利用できるか明らかでない。

２）ダイズわい化病

ダイズわい化ウイルス（SbDV）に対する抵抗性遺伝資源は極めて少なく、北海道立農試

で長年にわたり抵抗性遺伝資源を探索してきた結果、中国品種の「黄宝珠」が中程度の抵

抗性を示すことが見いだされ、その抵抗性を導入した品種が育成されている。現在は高度

抵抗性（発病遅延型）遺伝資源として新たに見いだされたインドネシアの品種「Wilis」が

用いられている。「Wilis」由来の抵抗性 QTL、Rsdv1がマーカー選抜で導入されている。

媒介昆虫のジャガイモヒゲナガアブラムシに対する抵抗性育種も同時に進められていて、

「Adams」由来のアブラムシ抵抗性 QTL、Raso1と Rsdv1の複合化が図られている。

３）その他ウイルス病

以前はキュウリモザイクウイルス（CMV）に対する抵抗性育種が東北でおこなわれてい

たが、現在は育種対象となっていない。

近年、ラッカセイわい化ウイルス（ PSV)やインゲンマメ南部モザイクウイルス

（SBMV）が一部の地域で問題となっていて、これらに対する抵抗性育種が始められてい

る。この両ウイルスに対しては既存品種でも抵抗性を示すものが多数存在していて、品種

抵抗性の情報提供がおこなわれている。

４）葉焼病
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国内品種間では抵抗性の連続的な品種間差異が認められている。南米など海外では抵抗

性遺伝資源を用いた育種が展開されていて、抵抗性遺伝子 Rxp の近傍マーカーを用いた選

抜が広くおこなわれている。今年、九州で育成された「すずかれん」は、抵抗性品種

「IAC100」を片親に持つ国内初の葉焼病抵抗性品種である。海外では葉焼病菌のレースが

報告されているが、国内でのレース分化の実態は明らかでない。

５）茎疫病

海外で多数の抵抗性遺伝子と病原菌のレースが報告されている。国内では北海道で独自

のレース分類法を開発し、真性抵抗性を導入した品種を育成してきたが、海外で抵抗性が

崩壊する事例が多発していることから、圃場抵抗性の導入に重点を置きつつある。道外で

も茎疫病が問題となってきているため、レースの分布調査と一部で抵抗性育種が始められ

ている。現在は圃場抵抗性の評価法が確立された段階で、今後はマーカーの開発が期待さ

れている。

６）黒根腐病

効率的な育種が展開できるレベルの抵抗性遺伝資源が見つかっていない。現在観察され

ている抵抗性の差異は、感染後に病原菌が広がる速度の差によるものと考えられている。

栽培地での早晩性が抵抗性に関係していて晩生ほど発病が少ない傾向にある。特性検定試

験地として岩手県で抵抗性を検定している。

根粒超着生品種は本病に特異的に弱く、多くの育成地で実用化を断念したきっかけとな

った。逆に根粒非着生品種では被害が少ない。

７）紫斑病

薬剤による予防的防除が最も広くおこなわれている病害で、一部の薬剤に対して耐性菌

が広く発生している。紫斑病菌に対する植物体の抵抗性には品種間差が認められず、菌糸

が莢を通過する速度の違いによって生じる紫斑粒の発生率の差異で抵抗性が評価される。

莢の成熟が進むと抵抗性が低下するため晩生ほど発病が少なく、早生で十分な抵抗性を示

す品種は育成されていない。特性検定試験地として福島県（会津）で抵抗性を検定してい

るほか、育成地でも自然発生することが多いため、本病が発生する地域で新たに育成され

る品種は中程度以上の抵抗性を有していることが多い。

８）べと病

抵抗性を示す既存品種が多数存在する。北海道では抵抗性育種に積極的に取り組んでい

る。海外では多数のレースが報告されているが国内でのレース分化の実態は明らかでない。

９）うどんこ病

もともと温室内で観察される程度の病気であったが、2000 年頃から圃場でも発病が見ら

れるようになった。これは海外から新しい病原菌が侵入したためと考えられている。全国

的には抵抗性品種が多数を占めるため、感受性品種が栽培されている一部の地域だけで問

題となっている。北海道や東北には感受性の品種が多いが、これらの地域には本病が広が
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っていないようである。

10）ダイズシストセンチュウ（SCN）

「下田不知（げでんしらず）」から抵抗性を導入した品種が北海道から東日本で多数育

成されている。「下田不知」は在来の黄豆品種で、国内で大多数を占めるレース 3 に属す

る個体群に対し抵抗性ないし耐性を示す。つまり、同じレース 3 でも「下田不知」に対す

る寄生性に変異が認められている。抵抗性は rhg1 を含む 3 つの劣性遺伝子に支配される

と考えられている。

「スズヒメ」北海道で育成された国内初のレース 1,3 抵抗性品種で、PI84751 を用いた

交配から育成された納豆用の小粒黄豆品種である。この抵抗性は rhg1 を含む 3 つの劣性

遺伝子と Rhg4 に支配されると考えられている。Rhg4 は種皮の着色を支配する I 座と密接

に連鎖していて、黒豆の PI84751 では Rhg4 と i（全面発色）が連鎖していたが、両者の切

り離しに運良く成功したことで「スズヒメ」はその後の抵抗性育種素材としても広く用い

られている。4 つの抵抗性遺伝子座のうち rhg1 と Rhg4 を含む 3 座についてマーカーが開

発されている。rhg1 座では、「下田不知」型と「スズヒメ」型で対立遺伝子が異なる。ま

た、劣性遺伝子が抵抗性を示すもう一つの遺伝子座については同一の遺伝子座ではなく密

接に連鎖していることが明らかになっている。「下田不知」型品種に「スズヒメ」由来の

rhg1と Rhg4 を導入するとレース 1抵抗性になることから、これらを「下田不知」型品種

の「ユキホマレ」に連続戻し交配で導入し、レース 1 抵抗性の普通大豆としては国内初と

なる「ユキホマレＲ」が育成されている。

11）ハスモンヨトウ

食用としては国内初となる抵抗性品種が九州で２品種育成されている。「フクミノリ」は

牧草用品種「ヒメシラズ」由来の抗生性 QTL、CCW-1 と CCW-2 を「フクユタカ」に連続

戻し交配で導入した品種で、「フクユタカ」より抵抗性が強い。「すずかれん」は抵抗性品

種「 IAC100」を用いた単交配から育成された納豆用の小粒品種で、「フクミノリ」よりさ

らに強い抵抗性を示す。
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