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実施場所までの交通手段
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    最寄り駅　みどりの駅　関東鉄道循環バスで約２０分、「農林団地中央」下車、徒歩約10分
○自動車利用の場合
    常磐自動車道　谷田部ICより５Km

研修実施期間中の宿泊 農林水産省　農林水産技術会議事務局　筑波事務所国内研修生宿泊施設を予定

中央農研
第1会議室

中央農研
第1会議室

11:45-
12:30
(45分)

アンケート調査
閉会式

研修生に対し、研修に対する評価等につ
いてアンケート調査を実施する。

11:00-
11:45
(45分）

総合討論及び意見交換
会

大豆生産の現状と課題について、研修内
容を踏まえて自由に討論を行い、研修内
容を実際の現場に適用する際の問題点な
どを検討とする。

討議
羽鹿牧太

（作物研）

9月26日

9:00-10:00
(60分)

大豆生産圃場の地力向
上対策

大豆生産圃場の地力低下の原因について
最新の知見を紹介するとともにその対策
技術を紹介する。 講義

新良力也
（中央農研）

10:00-
11:00
(60分)

大豆の加工適性関連形
質

最新の大豆加工適性関連研究を紹介する
とともに、6次産業の核となりうる新形
質品種等の解説を行う。 講義

中央農業総合研究セン
ター生産体系研究領域

長

中央農研
第1会議室

羽鹿牧太
（作物研）

中央農研
第1会議室

9月25日

13:00-
17:15

(4時間15
分)

実習および圃場見学

加工適性関連実習としてリポ欠大豆の品
質特性の評価に関する実習を行う。あわ
せて、古来のFOAES圃場で、FOAESの実際
を視察するとともに、谷和原の大豆育種
圃場において大豆品種の特性について知
識を深める。

実習・視察

島田信二、羽鹿牧太、
高橋浩司、山田哲也、

平田香里
（中央農研、作物研）

中央農研第１
会議室

つくば市古来
FOAES圃場

つくばみらい
市作物研大豆

育種圃場

島田信二
（中央農研）

中央農研
第1会議室

11:00-
12:00
(60分)

FOEASを活用した生産安
定技術

最新の大豆に関する栽培生理に関する知
見を踏まえ、FOEASを活用した大豆の安
定生産技術に関する研究成果と今後の可
能性について解説する。

講義

9:00-10:00
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土壌条件に応じた適切
な耕起・播種等の栽培
技術
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11:00
(60分)

難防除雑草の対策技術

大豆作で問題となる雑草の生態的特性と
それに基づく防除のポイントについて講
義する。 講義

渋谷知子
（中央農研）

中央農研
第1会議室

中央農研
第1会議室

主な大豆病害の生態と防除法を解説する
とともに、とくに連作などで問題となる
土壌病害の発生生態と制御技術について
解説する。

講義
加藤雅康

（中央農研）
中央農研
第1会議室

耕うん同時畝立て播種技術等の大豆の湿
害軽減技術を含め、各地域で開発・普及
している耕うん・播種技術等について講
義する。

講義
細川　寿

（中央農研）

主な大豆害虫の生態と防除法を説明する
とともに、特に問題となるハスモンヨト
ウ、カメムシ類の最新の防除技術につい
て解説する。

講義
菊地淳志

（近中四農研）
中央農研
第1会議室

中央農研
第1会議室

9月24日

13:00-
13:20
(20分)

開講式・説明 研修の趣旨・目的及び日程等の説明 講義
中央農業総合研究セン
ター生産体系研究領域

長

13:20-
14:10
(50分)

西日本における品種選
択

西日本向けの最近の主な新品種の特徴を
紹介するとともに、地域に応じた品種選
択について解説する。また西日本向けに
開発が進む有望系統や育種方向を紹介す
る。

講義
高橋幹

（九沖農研）
中央農研
第1会議室

14:10-
15:00
(50分)

東日本における品種選
択

東日本向けの最近の主な新品種の特徴を
紹介するとともに、地域に応じた品種選
択について解説する。また東日本向けに
開発が進む有望系統や育種方向を紹介す
る。

講義
菊池彰夫

（東北農研）
中央農研
第1会議室

16:10-
17:00
(50分）

害虫の生態と管理

研修課題名　大豆の高品質・安定生産技術及び加工適性について[Ｃ０４]

１　実施機関名 (独)農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究センター

２　研修期間 平成２４年９月２４日（月）～９月２６日（水）（３日間）

３　実施場所 中央農業総合研究センター（茨城県つくば市）

４　研修内容

月日 時間 研修科目 概要　※１
方法
※２

講師役職又は氏名 実施場所 備考

15:20-
16:10
(50分)

大豆病害の防除
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西日本の品種選択

九州沖縄農業研究センター 作物開発・利用研究領域 高橋 幹

１．西日本の大豆生産の現状

ここでは東海、近畿、中国、四国、九州地域を西日本として述べる。この地域の作付面

積は 4 万 8 千 ha で日本全体の 35 ％、生産量は 7 万 4 千ｔで国内生産量の 33 ％を占めて

いる（表１）。平均収量（直近７ヶ年から最高・最低を除いた５ヶ年平均値）が高い県は、

佐賀、福岡である（表２）。単年度の単収も 2008 ～ 2011 年の４ヶ年は佐賀が全国 1 位（４

ヶ年平均で 240kg/10a）、福岡が 3 位（同 204kg/10a）となっている（表略、2 位は北海道

の 225kg/10a）。この２県以外の平均収量（表２）は全国平均並かそれ以下であるが、この

傾向は西日本に限らず全国的にも同様で、少数の多収の道・県が作付面積、収穫量も多い

ことが、日本全体の単収を押し上げている。

２．西日本の大豆生産の問題点

西日本の大豆播種適期は６月～７月で、

播種期が梅雨と重なることが多いため、播

種から出芽・立毛、初期生育時における湿

害が問題点となっている。また、気候が温

暖なことから病害虫の発生が多いため、適

切な防除作業が必要となっている。抵抗性

を付与することで、品種の面からこれを改

善しようという取り組みが行われている。

表１．大豆の生産状況（2011年）

西日本 全国
府県・
地域

平均収量

順位 順位 (kg/10a)
1 2 佐賀 203
2 4 福岡 179
3 8 滋賀 156
4 9 熊本 152
5 10 愛媛 151

全国 166
東海 143
近畿 142
中国四国 126
九州 178

注）原則2004～2010年の７ヶ年の収量から
　　最大、最小を除いた５ヶ年平均。
　　農林水産省統計部「作物統計」による。

表２．平均収量（2011年度）

計 田 畑

全国 136,700 117,200 19,500 160 218,800

西日本 48,420 46,470 1,949 135 73,590

東海 11,200 10,800 446 106 11,900

近畿 9,290 9,050 238 123 11,400

中国四国 5,930 5,320 603 111 6,590

九州 22,000 21,300 662 199 43,700

注）農林水産省統計部「作物統計」による。

収量
(㎏/10a)

収穫量
(ｔ)

作 付 面 積 (ha)
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３．現在の品種構成

西日本の各地域の品種別作付け面積を表３に、各府県の奨励品種等を表４に示した。

地域別にみると、東海では「フクユタカ」の作付が圧倒的に多く、99%のシェアを占め

ている。「フクユタカ」は豆腐用として実需者の評価が高いが、近年は中粒の納豆用とし

ても利用が広がっている。その作付面積とシェアは、全国でも第１位で 33,350ha、24.2%

である。2 位の「タチナガハ」は主に関東でシェアが高い品種であるが、岐阜県の一部で

栽培されている。3 位の「タマホマレ」（三重）は、かつては温暖地で作付けシェアが高

かったが、蛋白質含量が低く豆腐が固まりにくいことから実需者に敬遠されて作付けが減

少した。しかし、現在もある程度の作付面積を保っている。4 位の「すずおとめ」は主に

九州で作付けされている納豆用小粒品種であるが、三重県でも認定品種として栽培されて

いる。5 位の「オオツル」は三重で特定品種として栽培されていて、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。

近畿では多数の品種が作付けされている。作付シェア 1 位はここでも「フクユタカ」で

あるが、シェアは 23 ％で、滋賀県で奨励品種として栽培されている。当地域の品種構成

の特徴として、黒豆の作付けが多いことがあげられ、2 位に「丹波黒」（兵庫、滋賀）、７

位に「新丹波黒」（京都）、8 位に「早生黒」（兵庫、滋賀）が入っている。3 位の「オオ

表３．西日本における大豆品種の作付状況（2010年）

東海
作　付 作　付 作　付 作　付 作　付 作　付 作　付 作　付

品種名 面　積 シェア 品種名 面　積 シェア 品種名 面　積 シェア 品種名 面　積 シェア
(ha) (％) (ha) (％) (ha) (％) (ha) (％)

1 フクユタカ 10,545 98.6 フクユタカ 2,105 23.3 サチユタカ 3,055 49.0 フクユタカ 19,283 91.4

2 タチナガハ 61 0.6 丹波黒 1,672 18.5 丹波黒 1,169 18.7 むらゆたか 1,347 6.4

3 タマホマレ 33 0.3 オオツル 1,610 17.9 フクユタカ 804 12.9 トヨシロメ 204 1.0

4 すずおとめ 28 0.3 ことゆたか 807 8.9 タマホマレ 365 5.8 すずおとめ 111 0.5

5 オオツル 12 0.1 タマホマレ 747 8.3 トヨシロメ 181 2.9 キヨミドリ 35 0.2

上位5品種計 10,679 99.8 上位5品種計 6,942 77.0 上位5品種計 5,574 89.3 上位5品種計 20,980 99.4

6 アキシロメ 7 0.1 サチユタカ 705 7.8 黒大豆 93 1.5 クロダマル 26 0.1

7 美里在来 6 0.1 新丹波黒 344 3.8 アキシロメ 71 1.1 エルスター 22 0.1

8 その他 28 0.3 早生黒 167 1.9 香川黒１号 60 1.0 黒大豆 4 0.0

9 夢さよう 149 1.7 ナカセンナリ 36 0.6 その他 56 0.3

10 エンレイ 121 1.3 青大豆 29 0.5

上位10品種計 10,720 100.2 上位10品種計 8,428 93.4 上位10品種計 5,863 94.0 上位10品種計 21,088 99.9

11 タママサリ 10 0.1 すずこがね 23 0.4

12 青大豆 7 0.1 在来種 17 0.3

13 あやみどり 3 0.0 納豆小粒 4 0.1

14 その他 577 6.4 モチ大豆 4 0.1

15 シロタエ 3 0.0

16 三朝神倉 3 0.0

17 のんたぐろ 3 0.0

18 ハタユタカ 2 0.0

19 ういろう豆 2 0.0

20 その他 308 4.9

上位20品種計 9,025 100.1 上位20品種計 6,232 99.9

　注）農林水産省調べ

順
位

中国四国 九州近畿
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ツル」は滋賀、京都の奨励品種で、前述したように煮豆に適している。4 位の「ことゆた

か」は最近育成された品種で、滋賀の指定品種になっており、高蛋白で豆腐加工適性が高

く、耐倒伏性で、ダイズモザイクウイルスの A2 系統に抵抗性を持っている。5 位のタマ

ホマレは、滋賀、京都、兵庫等で一定程度の作付け面積を保っている。

中国四国ではさらに多様な品種が栽培されている。作付シェア 49 ％で首位の「サチユ

タカ」は近年育成された品種で、高蛋白で耐倒伏性が優れ、鳥取、島根、岡山、広島、山

口、愛媛で栽培されている。2 位の「丹波黒」は主に岡山、一部愛媛で栽培されており、

このほか黒大豆として、6 位「黒大豆」（鳥取、島根、広島）、8 位「香川黒１号」（香川）、17

位「のんたぐろ」（山口）が作付けされている。3 位の「フクユタカ」は四国４県および

山口、島根で栽培されている。4 位の「タマホマレ」は、かつてはこの地域で圧倒的な作

付シェアを占めていたが、多くは「サチユタカ」に置き換わっている。5 位の「トヨシロ

メ」は岡山で栽培されている白目大粒品種である。

九州では全県で奨励品種になっている「フクユタカ」の作付が非常に多く、19,000ha 以

上の作付面積と 91 ％のシェアを誇っている。2 位の「むらゆたか」は佐賀農試と佐賀大

学が、突然変異育種により淡褐目の「フクユタカ」を白目に変えて育成した品種で、その

他の特性はほぼ「フクユタカ」に類似している。佐賀をはじめ、大分、福岡、熊本で栽培

されている。以上の栽培特性が類似した 2 品種で、九州の作付の 98 ％を占めている。3

表４．西日本の大豆奨励品種等（2011年4月現在）

岐阜 フクユタカ タチナガハ ※アキシロメ 3
愛知 フクユタカ 1
三重 フクユタカ ※オオツル ※すずおとめ ※タマホマレ 4
滋賀 エンレイ オオツル タマホマレ フクユタカ ※ことゆたか 5
京都 エンレイ オオツル タマホマレ 新丹波黒 4
大阪 タマホマレ 1
兵庫 サチユタカ ※夢さよう 2
奈良 サチユタカ ※あやみどり 2

和歌山 タマホマレ 1
鳥取 すずこがね タマホマレ サチユタカ 3
島根 タマホマレ サチユタカ 2
岡山 タマホマレ トヨシロメ サチユタカ 3
広島 ハタユタカ アキシロメ サチユタカ 3
山口 サチユタカ 1
徳島 フクユタカ 1
香川 フクユタカ 1
愛媛 タマホマレ フクユタカ 丹波黒 3
高知 フクユタカ サチユタカ 2
福岡 フクユタカ 1
佐賀 フクユタカ むらゆたか 2
長崎 フクユタカ コガネダイズ 2
熊本 フクユタカ ※すずおとめ ※すずかれん 3
大分 むらゆたか トヨシロメ フクユタカ 3
宮崎 フクユタカ ※キヨミドリ 2

鹿児島 フクユタカ 1
重複を除いた品種実数 21

注１） 農水省調べ（都道府県報告による）。
 　２） 品種名の前に「※」印をつけた品種は、奨励品種に準じて都道府県が定めた準奨励品種等。

東海

品種名 品種数

九州

近畿

中国
四国

区分
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位の「トヨシロメ」は大分で栽培され、味噌用に利用されている。4 位の「すずおとめ」

は暖地向け小粒納豆用として初めて育成された品種で、熊本県の認定品種となっているほ

か、福岡、大分、佐賀、鹿児島等でも栽培されている。5 位の「キヨミドリ」は種皮と子

葉が緑色の青大豆で、宮崎、福岡等で栽培されている。

４．西日本向けの新しい品種

西日本向けの大豆品種育成は、一部の県でも行われているが、主として長野県野菜花き

試験場（実用技術開発事業、旧指定試験）、近畿中国四国農研センター（香川県善通寺市）、

九州沖縄農研センター（熊本県合志市）の３箇所で進められている。近年の育成品種一覧

を表 5 に示した。国産大豆の主用途（約６割）である豆腐用に限らず、多様な品種が育成

されている。前項と一部重複するが、各品種の特徴を紹介する。

「タママサリ」は「タマホマレ」より早熟の晩生の早で、大粒で外観品質がよい多収品

種である。ダイズモザイク病に抵抗性で褐斑粒の発生が少なく、味噌や煮豆加工に適して

おり、兵庫県で栽培されている。「すずこがね」は外観品質がよく、豆腐加工に適してお

り、ダイズモザイク病に抵抗性で倒伏にも強く、鳥取の奨励品種になっている。「ハタユ

タカ」は広域適応性があり、豆腐加工適性に優れ、ダイズシストセンチュウ、ダイズモザ

イク病に強く、広島の奨励品種になっている。「エルスター」はリポキシゲナーゼを欠失

した品種で、普通の大豆が持つ青臭みがないため、豆乳原料や大豆粉を使う食品の原料と

して優れている。「サチユタカ」は、耐倒伏性で多収であり、蛋白含量が高い。中国地域

の全県と近畿、四国の一部の県で奨励品種に採用され、「タマホマレ」に置き換わって中

国地域の基幹品種となっている。「キヨミドリ」は種皮、子葉とも緑色であり、蛋白含量

は低めだが、ショ糖含量が「フクユタカ」より高く、一部のエダマメ品種と同様の“香り

米”の香りを持っている。柔らかめで風味の優れた薄緑色の豆腐ができる。主に九州向け

だが岡山県にも産地がある。「すずおとめ」は納豆用の小粒品種で、青立ちが少なく耐倒

伏性を持つ機械化適性に優れる品種である。「フクユタカ」より成熟期が２週間程度早い

ので、作業分散ができる利点もある。「クロダマル」は主に九州向けの極大粒黒豆で、煮

豆加工の際の製品歩留まりが高く、煮豆の外観品質も良好である。最近、農商工連携や町

おこしの事業によって、煎り豆、甘納豆、きな粉、その他菓子類など、多様な加工品に活

用され、2011 年の作付面積は 60ha 程度に拡大している。「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た特性を持っている。また、蛋白質含量が高く、

豆腐加工適性に優れている。「あやみどり」は種皮、臍、子葉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を作れる。ダイズモザイク病に抵抗性で、倒伏が少なく最

下着莢位置が高いなど機械化適性も優れ、奈良の準奨励品種になっている。「ななほまれ」

は貯蔵蛋白質のうち 11S 成分を欠失し 7S 成分（β-コングリシニン）が多いため、この成

分の機能性を活用した食品開発に利用できる。「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、抵抗性を“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、ハスモンヨトウ抵抗性を持つ九州や温暖

地南部に向く小粒品種である。「すずおとめ」よりは晩生で、百粒重がやや大きい納豆用

9



品種であるが、高蛋白で豆腐の物性や味噌の色調も良い特徴を持っている。「はつさやか」

は近畿・中国・四国地域が栽培適地で、「サチユタカ」より成熟期が約４日早く、青立ち

が少ないためコンバインによる適期収穫が可能である。蛋白質含量が高く、豆腐加工適性

が高い多収品種である。「あきまろ」は中国・四国地域が栽培適地で、晩生で、晩播栽培

(7 月播種)において多収を示す。淡色味噌の原料に適しており、ダイズモザイク病抵抗性

を持っている。「くろさやか」は「クロダマル」より約 10 日熟期が早い黒大豆の多収品種

である。粒大は極大粒の「クロダマル」より小さい大粒で、青臭みの原因となるリポキシ

ゲナーゼをすべて欠失しており、暖地向け品種としては少ない白花であるため、品種識別

性が高い特徴を持っている。

特に最近育成された新品種について、特徴的な写真を次ページ以降に示した。

表５．近年の大豆育成品種一覧（西日本で栽培できる主な品種、1998年以降）

品　種　名
育成
年度

育成地 主　要　特　性
奨励品種等採用県
(適地または栽培県)

タママサリ 1998 長野県野菜花き試験場
晩生の早、子実は球形で大粒、耐倒伏性、ダイズモザイクウイルス（SMV）抵抗性、立
枯性病害と紫斑病に強、全糖含量高、味噌・煮豆加工適性に優れる。

（兵庫） 10

すずこがね 1998 長野県野菜花き試験場
中生、子実は大粒の小、耐倒伏性、裂莢性中、SMV抵抗性、紫斑病強、蛋白含量中、
豆腐加工適性良。

鳥取 23

ハタユタカ 1999 東北農業研究センター
晩生の早、子実は扁球で大粒の小、ダイズシストセンチュウ・SMV抵抗性ともに強、多
収、煮豆・豆腐加工適性ともに適。

茨城、群馬、広島 194

エルスター 2000 九州沖縄農業研究センター
晩生の早、子実は扁球で中粒、SMV圃場抵抗性強、紫斑病抵抗性強、粗タンパク含量
高、リポキシゲナーゼﾞ全欠失。

（九州及び西南暖
地）

22

サチユタカ 2001 九州沖縄農業研究センター
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、島根、岡山、
広島、山口、高知

3,817

すずおとめ 2002 九州沖縄農業研究センター
中生の晩、小粒、納豆加工適性高。青立ち少、最下着莢位置高、耐倒伏性、難裂莢
性、モザイク病抵抗性。

三重、熊本
（九州、東海）

139

キヨミドリ 2002 九州沖縄農業研究センター
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。

宮崎
（九州）

35

クロダマル 2004 九州沖縄農業研究センター
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。農商工連携等に活用中。

（九州） 26

ことゆたか 2005 九州沖縄農業研究センター
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 807

あやみどり 2008 長野県野菜花き試験場
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、SMV抵抗性、長葉。

奈良 3

ななほまれ 2008 長野県野菜花き試験場
晩生の早（タマホマレ並）、子実は球形で中の大粒（タマホマレよりやや小粒）、蔓化少
ない、耐倒伏性。蛋白含量低、貯蔵蛋白質のうち11S成分を欠失し7S成分含量が多
い。

（関東、東山、近畿） －

フクミノリ 2009 九州沖縄農業研究センター
晩生、中の大粒。ハスモンヨトウ抵抗性をフクユタカの「弱」から「中」に強化した品種。
農業特性、豆腐加工適性等はフクユタカとほぼ同等。

（九州、温暖地のフ
クユタカ栽培適地）

－

すずかれん 2009 九州沖縄農業研究センター
やや晩生。小粒、納豆適性良、蛋白含量高。葉焼け病抵抗性強、ハスモンヨトウ抵抗
性やや強、耐倒伏性強、裂莢性難。

熊本
（九州）

－

はつさやか
(四国1号)

2010 近畿中国四国農研センター
中生、中の大粒、コンバイン収穫適性良、外観品質良、蛋白含量高、豆腐加工適性
良。

（近畿、中国、四国） －

あきまろ
(四国3号)

2010 近畿中国四国農研センター 晩生、中粒、蛋白含量低、SMV抵抗性、味噌加工適性良。 （中国、四国） －

くろさやか
(九州164号)

2011 九州沖縄農業研究センター
黒大豆。やや極晩でフクユタカより4日晩生、クロダマルより10日早生。リポキシゲナー
ゼ全欠、白花で識別性高。極大粒のクロダマルに比べ粒が小さい大粒。クロダマル、フ
クユタカより多収。

（九州、中国地方以
南の温暖地）

－

全国
作付
面積
(ha)

2010年
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図１．フクユタカ（左）、キヨミドリ（中）、信濃

青豆（右）の子実の色の比較

図３．クロダマルの煮豆 図４．クロダマルの加工製品の例

図２．フクユタカ（左）とキヨミドリ（右）で

作った豆腐の色の比較

図５．フクユタカ（上）とフクミノリ（下）のハ

スモンヨトウ幼虫による被食度の差異

（２０時間前に葉を供与）

図６．フクユタカ（左）とフクミノリ（右）の

子実の外観
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図７．フクユタカ（左）とすずかれん（中）と

すずおとめ（右）の子実の大きさの比較

図８．すずかれん（左）とすずおとめ（右）の

葉焼病抵抗性の差異

図９．あきまろ（左）とフクユタカ（右）の草姿

図10．あきまろ（左）とトヨコマチ（右、淡色味噌

加工試験の標準品種）の淡色味噌の色調比較

図11．はつさやか（左）とサチユタカ（右）

の青立ち状況の比較

図12．はつさやか（左）とサチユタカ（右）

の草姿
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５．品種選定のポイント

栽培する地域の気象条件や作期を考慮して、条件に合った生態型（熟期）の品種を選定

する必要がある。福井・荒井（1951）は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。これに基づき、西日本の奨励品種等を分類したのが表６である。九

州では現在ほとんどⅣ c の品種のみが栽培されているが、Ⅲ c も栽培可能で、後作との競

合がない場合には Vc、夏大豆としてはⅡ a が栽培可能である。東海、近畿、中国四国は

Ⅲ c、Ⅳ c の品種が主に作付けされているが、一部にはⅡ c の品種が栽培されている。な

お、同じ生態型に分類されていても、例えば「すずおとめ」と「丹波黒」のように成熟期

が１ヶ月以上離れている場合があるので、熟期については既存品種との早晩性比較などに

より、さらに検討して選択する必要がある。

病虫害抵抗性については、その地域で特に問題となっている病害等に抵抗性の品種を選

ぶことが重要である。例えば、ダイズモザイク病による褐斑粒発生が問題となっている地

域ではこれに注目し、その地域に発生しているダイズモザイクウイルスの系統（A、A2、

B、C、D、E）にも注意して、品種を選択することが望まれる。

近年、コンバイン収穫機の利用が広がってきているため、こうした機械化栽培を行う際

には、耐倒伏性、高い最下着莢節位高、難裂莢性等の機械化栽培適性を持った品種を選択

することが望まれる。さらに、狭畦・密植、無中耕・無培土栽培等、新しい栽培法を導入

する場合には、耐倒伏性、生育期除草剤に対する耐性等を備えた適切な品種を選ぶ必要が

ある。

実需者の動向にあった品種選択も重要である。近年は豆腐用以外にも、成分、粒大、種

皮色等にさまざまな特色を持った品種も育成されているが、これらは、実需者（加工メー

カー等）との契約栽培、６次産業化・農商工連携事業の立ち上げ等、生産物の流通・加工

・消費まで視野に入れた上で、作付けすることが望ましい。

図13．フクユタカ（左）くろさやか（中）とクロダマル（右）

の子実の外観
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６．西日本向けの品種開発方向

西日本向けに限らないが、新品種には安定多収であること、低コスト・省力的に生産で

きること、用途に応じた高い品質を持っていることが求められる。

具体的には、次のような品種育成が進められている。（１）ダイズモザイク病、葉焼病、

ハスモンヨトウ等、病虫害抵抗性の強化、（２）耐倒伏性、高い最下着莢節位高、難裂莢

性、青立ちが少ないなど、コンバイン収穫を中心とした機械化栽培適性の強化、さらには

狭畦・密植、無中耕・無培土等の省力的栽培法への適性強化、（３）品種の寡占化が著し

い地域向けに、気象災害の危険を分散できる熟期の異なった品種の育成、（４）梅雨期の

播種による湿害や播き遅れを回避するため、早播き適性等、播種適期を拡大できる品種の

育成、（５）豆腐、煮豆、納豆、味噌、醤油等、用途に応じた外観・成分品質、加工適性

を持つ品種の育成、（６）大豆の新たな需要拡大につながる成分（リポキシゲナーゼ欠失、

蛋白質組成の改変等）、色（黒、緑、赤等）、粒大などに特色を持つ品種の育成。

また、適切な栽培法と組み合わせることで、従来の国内品種の収量水準を打破するよう

な新系統の開発も図られている。

７．開発中の有望系統の例

「関東 114 号」：「サチユタカ」の弱点である易裂莢性を DNA マーカー選抜、戻し交配

によって解消した系統。品種登録出願公表が間近。

「四国 10 号」：サチユタカと同熟期でサチユタカ以上に多収。大粒の小、高蛋白、リポ

キシゲナーゼ欠失。

「四国 11 号」：サチユタカよりやや早生で青立ちが少ない。サチユタカ並に多収。中粒

の大、高蛋白。

「四国 13 号」：晩生、フクユタカ並みに多収、フクユタカより倒伏少、大粒、蛋白含量

中、豆腐の硬さはフクユタカ並。

「九州 161 号」：サチユタカと同熟期で、密植適応性が高い。高蛋白で、豆腐はサチユ

タカより明らかに硬い（硬い≒加工適性が高い）。ただし、裂莢性はサチユタ

カに近く、青立ちすることがある。

表６．開花まで日数と結実日数の長短による大豆品種の生態型分類

生態型
開花ま
で日数

結実
日数

西日本の奨励・準奨励品種の例

Ⅰa 極短 短

Ⅰb 極短 中

Ⅱa 短 短 コガネダイズ（夏大豆）

Ⅱb 短 中

Ⅱc 短 長 タチナガハ エンレイ すずこがね ハタユタカ

Ⅲb 中 中

Ⅲc 中 長 アキシロメ タマホマレ オオツル サチユタカ あやみどり トヨシロメ（岡山）

Ⅳc 長 長 フクユタカ すずおとめ 新丹波黒 夢さよう 丹波黒 むらゆたか キヨミドリ トヨシロメ（大分）

Ⅴｃ 極長 長 （アキセンゴク：奨励品種ではない）

注1）福井・荒井（1951）の分類による生態型を「水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表　平成21年度版（農林水産省生産局）」より抜粋。

　２)昆野（2001）によれば、埼玉県鴻巣で5月上旬播種の場合、各日数はおよそ次の通り。Ⅰ：約60日か60日以下、

　　Ⅱ：約70日、Ⅲ：約80日、Ⅳ：約90日、Ⅴ：100日以上、ａ：60日以下、ｂ：60～80日、ｃ：80日以上。
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「九州 162 号」：サチユタカよりやや早熟で、密植適応性が極めて高く、難裂莢性。蛋

白含量中で、豆腐の硬さはサチユタカより軟らかい。

「九州 165 号」：豆腐用淡褐目系統、成熟期はサチユタカより遅くフクユタカより早い。

主茎長はサチユタカ並、６月上旬播の収量はサチユタカよりやや多く、フクユ

タカより少ない。蛋白含量はサチユタカより低いが、豆腐はサチユタカよりや

や硬い。

「九州 166 号」：豆腐用白目系統。フクユタカより約３日早熟、主茎長はフクユタカよ

りやや短い。６月上旬播の収量はサチユタカ、フクユタカより多い。蛋白含量

はフクユタカよりやや低く、豆腐はフクユタカより軟らかいが、サチユタカよ

りやや硬い。

引用文献

１）福井重郎・荒井正雄（1951）日本に於ける大豆品種の生態学的研究 １．開花日数と

結実日数による品種の分類とその地理学的分布に就いて．育種学雑誌 1:27-39．

２）昆野昭晨（2001）Ⅲ花芽分化の生理 ４．開花結実の習性．転作全書２ダイズ・アズ

キ．農山漁村文化協会（東京）．71-72．

図1４．「九州161号」と「九州162号」を使った狭畦・密植栽培の現地試験
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東日本における品種選択 

 

東北農業研究センター水田作研究領域 

             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 20品種となっている（表１）。 

 

表１ 北海道の奨励品種 

中生光黒
( 0.1)

キタムスメ
( 1.8)

ユウヅル
( 1.5)

トカチクロ
( 0.3)

トヨムスメ
(11.0)

スズマル
(12.2)

トヨコマチ
( 4.1)

ツルムスメ
( 1.5)

音更大袖
( 1.5)

大袖の舞
( 0.3)

トヨホマレ
( 3.6)

ハヤヒカリ
( 0.7)

いわいくろ
( 8.7)

ユキホマレ
(38.9)

ユキシズカ
( 8.0)

トヨハルカ
( 2.8)

ゆきぴりか
( 0.4)

タマフクラ
( 0.2)

ユキホマレR
(－)

ゆめのつる
(－)

注1）採用年次の古い品種順に記載。

注2）括弧内は2010年産の北海道の作付面積24,400haに対する品種別作付比率（％）（農林水産省調べ、2011年4月）。

品種名

 
 

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 

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

ユキホマレR 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

ゆめのつる 晩生 強 やや強 －／－ 弱 － 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。

中粒褐目

環境抵抗性病虫害抵抗性
熟期区分 品種名

黒大豆

青大豆

小粒白目

極大粒白目

大粒白目

中粒白目
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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。 
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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

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４～８品種となっている（表３）。 

 

表３ 東北地域の奨励品種 

県名

青森
4,320ha

オクシロメ
( 7.5)

ワセスズナリ
(－)

スズカリ
(－)

おおすず
(92.4)

岩手
4,420ha

ナンブシロメ
(42.4)

スズカリ
(18.6)

コスズ
( 1.9)

南部黒平
(－)

青丸くん
( 0.7)

ユキホマレ
( 1.0)

すずほのか
(－)

リュウホウ
(24.6)

宮城
11,100ha

ミヤギシロメ
(38.4)

タンレイ
(30.5)

スズユタカ
(－)

コスズ
( 0.4)

あやこがね
( 6.9)

タチナガハ
(17.6)

きぬさやか
( 3.6)

すずほのか
( 1.9)

秋田
8,420ha

タチユタカ
( 1.3)

コスズ
( 0.7)

リュウホウ
(95.6)

秋試緑1号
( 0.0)

あきたみどり
( 0.0)

山形
6,580ha

タチユタカ
( 7.1)

リュウホウ
(21.7)

すずかおり
( 0.8)

エンレイ
(60.2)

里のほほえみ
( 0.1)

福島
2,880ha

スズユタカ
(23.6)

コスズ
( 0.9)

タチナガハ
(49.9)

ふくいぶき
( 1.4)

おおすず
( 0.4)

すずほのか
( 1.0)

あやこがね
( 7.7)

注1）採用年次の古い品種順に記載。

注2）県名下段は2010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（％）（農林水産省調べ、2011年4月）。

品種名

 
 

東北地域における奨励品種の主な特性は表４の通りである。 

 

表４ 東北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

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

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

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

小粒白目

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

中粒白目

大粒白目

青大豆
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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”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。 
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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５）。 

 

表５ 関東・東山地域の奨励品種 

県名

茨城
4,440ha

納豆小粒
(45.0)

タチナガハ
(51.0)

ハタユタカ
( 4.0)

栃木
4,360ha

タチナガハ
(94.0)

里のほほえみ
(－)

群馬
378ha

オオツル
(18.5)

タチナガハ
(52.1)

ハタユタカ
( 3.7)

埼玉
707ha

エンレイ
( 0.7)

タチナガハ
(78.6)

千葉
900ha

タチナガハ
( 5.7)

フクユタカ
(30.7)

サチユタカ
(6.2)

山梨
282ha

ナカセンナリ
(22.3)

タマホマレ
(－)

あやこがね
(17.7)

長野
2,370ha

ナカセンナリ
(60.3)

タチナガハ
(22.4)

ギンレイ
( 8.9)

すずこまち
(－)

つぶほまれ
( 2.5)

あやこがね
( 0.2)

タチホマレ
(－)

すずろまん
( 1.4)

静岡
369ha

フクユタカ
(81.8)

注1）採用年次の古い品種順に記載。

注2）県名下段は2010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（％）（農林水産省調べ、2011年4月）。

品種名

 
 

関東・東山地域における奨励品種の主な特性は表６の通りである。 

 

表６ 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

里のほほえみ 晩生 強 弱 強 高

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

耐倒伏性

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

 
 

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。 
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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７）。 

 

表７ 北陸地域の奨励品種 

県名

新潟
6,670ha

エンレイ
(93.6)

コスズ
( 0.1)

あやこがね
( 3.4)

たまうらら
(－)

タチナガハ
( 0.5)

すずろまん
( 0.4)

富山
4,890ha

エンレイ
(89.4)

オオツル
( 9.7)

シュウレイ
( 0.9)

石川
1,640ha

エンレイ
(82.8)

福井
1,430ha

エンレイ
(90.9)

あやこがね
( 1.7)

里のほほえみ
( 0.1)

注1）採用年次の古い品種順に記載。

品種名

注2）県名下段は2010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（％）
（農林水産省調べ、2011年4月）。  

 

北陸地域における奨励品種の主な特性は表８の通りである。 

 

表８ 北陸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

中粒白目 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

シュウレイ 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

タンパク
含量

大粒白目

小粒白目

区分 品種名 熟期
病虫害抵抗性

耐倒伏性

 
 

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。 
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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 

病害虫研究領域 
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、苗立枯病などがあげられる。 
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、ダニ、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。生育異常が認

められた場合は、まずその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

があるが、これは簡単なことではない。多くの生育異常の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病気を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 
                   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 
                   圃場周辺からの感染 
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個体ごとに離れて発生している場合  種子伝染する病気 
土壌伝染する病気で伝染源密度が低い 

（２）病気の進展の仕方 
  ある時突然全面的に発生   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 
  ゆっくり広がる    土壌伝染する病気 
 
（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

い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）図鑑との照合 

これで当たりを付ける。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
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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。「防除ハンドブック 豆類の病害虫」も１つの病

害で図版が多く、コンパクトで持ち運びに便利である。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。インターネットで検索するとダイズの病害に関するペー

ジが数多く出てくるが、個々の病気について多くの写真があるサイトは少ない。網羅的

ではないが、農研機構・近畿中国四国農業試験場の「ようこそダイズの病害虫診断のペ

ージへ」には１つの病気の写真数が多く、解像度の高い写真が多いので、診断の参考に

なる。 
 
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 

平井和男ら編（2008 年）防除ハンドブック 豆類の病害虫 全国農村教育協会 

竹原利明監修 「ようこそダイズの病害虫診断のページへ」 

http://www.naro.affrc.go.jp/org/warc/daizu/index.html 

 

（６）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(形成しないこ

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。

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。 
 

 
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病原菌の分離操作までは行

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 10～40 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。 

葉裏の病斑に褐色で

コルク状の盛り上が

できることがある。 

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

短い糸状の胞子。 

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 地際の茎

と根 
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 地際の茎

と根 
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とその対策 

 
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。北海道や東北地方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                  菌泥の溢出 

 
 

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、顕微鏡で菌泥の溢出を確認する。 
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、健全種子を播種することが重要である。しかし、病斑のない種子でも保菌し

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酸塩水和

剤、チアメトキサム・フルジオキソニル・メタラキシル M 水和剤の種子処理が登録されて

いる。後述のように耐性菌が発生している地域では該当薬剤の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

性菌が全国で報告されている。耐性菌には同系殺菌剤のベノミルも効かない。いったん発

生するとチオファネートメチル剤やベノミル剤の散布を止めても、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）が下位葉に形成される。この小斑点は葉の表からはほとんど識別できず、裏側を見る

とよい。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、下葉の小葉基部から

落葉し、しだいに上位葉が落葉するようになる。 
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日本で越冬できるようになると、本病

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

色の微粒点を形成する) 
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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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。 
 

  
 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、発生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。病斑の周囲はにじんだようになる。古

くなると中央部が褐色から灰褐色になる。肉眼でも裏面の病斑上に糸くず状の白色～汚白

色のかびが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）立枯性病害とその対策 

 
 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。また、立枯性

病害は互いに似ているので、根を引き抜いて地際部の茎や根の状態を観察する必要がある。

特に出芽時の苗立ち不良は症状がよく似ているので、診断には顕微鏡で病原菌を確認した

り、菌を分離したりするのが望ましい。土壌排水の悪い圃場で苗立ちが悪いと湿害と総称

されるが、Pythium 属菌による苗立枯病や茎疫病であることが多い。 
 
苗立枯病（複数の Pythium 属菌） 
 排水不良の圃場や幼苗期までに冠水した圃場で発生が多く、日本全国で発生する。低温

や冠水などで出芽までの日数がかかると発生しやすい。圃場に高低差があり、出芽不良に

なった部分を掘り取ってみると、種子が周囲の土と固着して泥団子状になり、流水で洗っ

ても容易に土を除去できない。中の子葉は柔らかく腐敗している。 
 本病の病原菌は水中を泳ぐ遊走子を形成するので、暗渠や弾丸暗渠による縦浸透、明渠

や圃場の傾斜化による表面水の速やかな除去など、圃場排水をよくすることが最も必要で

ある。畦立て播種などの種子位置を相対的に高くするような播種法は本病の回避に非常に

有効である。抵抗性品種があるかどうかは不明である。チアメトキサム・フルジオキソニ
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ル・メタラキシル M 水和剤の種子塗沫処理が有効である。 
 

   

苗立枯病に罹って軟化腐敗したダイズ 

 
 
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。古い病斑部は白色や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よく洗浄し、滅菌水に浸して 1 晩

室温で静置して 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か、または、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するとよい。

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、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。 
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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、堆肥や緑肥の施用による土壌物理性の改善、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

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）
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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、シアゾファミド水和剤、アミスルブロム水和剤、チアメトキサ

ム・フルジオキソニル・メタラキシル M 水和剤の種子塗沫剤の登録がある。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。また、散布剤としてマンゼブ・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、シモキ

サニル・TPN 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、マンジプロパミド水和剤、シモキサニル・ベンチアバリカ

ルブイソプロピル水和剤、マンゼブ・メタラキシル M 水和剤の登録がある。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～や

や赤みがかった黒褐色になる。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、地際部には白色の分生胞子を形成することがあり、実体顕微鏡で束状

になった透明で棒状の分生胞子が観察される。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)。 
 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。播種後まもなく感染するが、地上部の異常

が認められるのは普通開花期以降である。黒根腐病菌は根と地際部以外の部分に侵入せず

(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

被害が大きくなるといわれているが、実態は明らかでない。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。黒根腐病に抵抗性のある品種はない。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
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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）。冬期湛水や晩播を組み

合わせることにより本病の発生を抑制できるという報告がある（越智ら、2012）。 
 

   
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。黄化萎凋した株が、個別にあるいは数

株程度畦に沿って連続して現れる。掘り取ると地際部や根部に白色の太い菌糸（菌糸束）

が認められ、茎の上方へ進展する菌糸束もある。地際部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。 
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、前作の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、培土も菌核を植物に近づけ

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
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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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大豆害虫の生態と管理

近畿中国四国農業研究センター

水田作研究領域 上席研究員 菊地淳志

Ⅰ．大豆害虫とその発生動向

ダイズには数多くの害虫が発生する。日本応用動物昆虫学会の編集した「農林有害動物

・昆虫名鑑 増補改訂版」(2006)には、昆虫 273 種、ダニ 9 種、線虫 16 種がダイズ害虫

として記載されている。重要害虫は地域によって異なり、加害部位も子実から茎葉、莢、

根、根粒と多岐にわたる（第 1 表）。

中でも被害の大きい子実害虫につい

て、Kobayashi(1976)がその発生相か

ら日本列島を北から順に第 1、第 2 お

よび第 3 地帯に区分した(第 1 図)。1

月の月平均気温が指標で、第 1 と第 2

地帯の境界は－ 1.5 ℃、第 2と第 3地

帯の境界は＋ 2 ℃の等温線である。

第 1 地帯では寒地系害虫のマメシン

クイガ、第 3 地帯では暖地系害虫の

カメムシ類、ダイズサヤタマバエ、

シロイチモジマダラメイガが重要害

虫である。第 2 地帯では低温年は第 1

地帯に、高温年には第 3地帯に似る。

第 1図 大豆の害虫相の地帯区分(Kobayashi,1976)

最近 25 年間のダイズ子実害虫の発生動向を第 1 図に示した。この中では暖地系害虫の

カメムシ類がダイズ栽培面積の 30 ～ 40%程度で発生がみられ最も多く、寒地系害虫のマ

メシンクイガの約 20%が次に多い。両種とも発生率に振れがあるものの、1996 年以降や

や増加傾向にある。なお、カメムシでは 2000年以降 1、2件ではあるが発生予察注意報が

出されている。マメシンクイガは移動性が低く、連作圃場で多発する。栽培面積の増加と

ともに、圃場を固定化せざるを得ない地域もあることが、本種の増加の一因かもしれない。

第 1図では観測値のある道府県をすべて積算したためか、気象による年次間差は認められ

ない。しかし、温暖化により例えば、ミナミアオカメムシの国内分布は、1960 年代の九

州や四国、紀伊半島の南端から、現在、九州、四国、中国（鳥取県以外）、近畿（奈良県

以外）に広がり、東海の三重、愛知、静岡、また、千葉に及んでいる（各県発生予察特殊

報、湯川・桐谷、2008）。実際には気候は害虫の発生に強く影響しているといえよう。第 2

図には茎葉害虫の発生動向を示した。西南暖地で発生の多いハスモンヨトウがダイズ栽培

面積の 40 ～ 50%程度で発生し、約 35%のアブラムシ類がこれに次ぐ発生である。ハスモ

ンヨトウの発生には大きな年次変動があるものの、25 年前の 30%から 50%と発生が増加

している。なお、2003 年～ 2005 年にはジャガイモヒゲナガアブラムシの多発生による吸

汁害のために東北地方で注意報が出された。フタスジヒメハムシと北陸を中心とする日本

海側に発生の多いウコンノメイガの発生が増加傾向にあり、ここ数年ではアブラムシと同

等の発生である。
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第１表 日本各地における大豆の主要害虫（持田、1990）

加害部位 害虫の種類 被害発生地域

北海道 東北 関東 九州

根 タネバエ（発芽種子、幼茎） ○ ○ ○ ○

コガネムシ類（成虫は葉） ○ ○ ○ ○

コメツキムシ類 ○ ○ ○

ダイズシストセンチュウ ○ ○ ○

ネコブセンチュウ類 ○ ○ ○

ネグサレセンチュウ類 ○ ○

茎・葉柄 ダイズクキタマバエ ○ ○ ○

タマナヤガ（葉） ○ ○ ○ ○

カブラヤガ（葉） ○ ○

ヒメサヤムシ類（葉、莢） ○ ○

アブラムシ類 （葉を含む） ○ ○ ○ ○

葉 ツメクサガ（莢） ○ ○

ミツモンキンウワバ ○ ○

ヨトウガ ○ ○

ハスモンヨトウ ○ ○

ウコンノメイガ ○ ○

モンキチョウ ○

マメハンミョウ ○ ○ ○

フタスジヒメハムシ（莢、幼虫は根） ○ ○

フキバッタ類 ○

ハダニ類 ○ ○ ○ ○

アザミウマ類 ○ ○

莢・子実 ダイズサヤタマバエ ○ ○ ○

マメシンクイガ ○ ○ ○ ○

シロイチモジマダラメイガ ○ ○ ○

ブチヒゲカメムシ ○ ○ ○

クサギカメムシ ○

アオクサカメムシ ○ ○ ○

ホソヘリカメムシ ○ ○ ○

イチモンジカメムシ ○ ○ ○

ミナミアオカメムシ ○
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Ⅱ．主要害虫の生態と防除

現状では、防除は化学農薬に頼ることが多く、農薬の使用に当たっては登録情報に従っ

て周囲へ飛散しないように注意する必要がある（本稿記載薬剤は H24年 8月末確認）。

１．子実害虫

以下に示すように、各害虫はその種類に応じて特定の時期のダイズを好んで加害する。

その時期に対象の害虫が多いか少ないかによって防除の要否が決定される。しかし、ダイ

ズの子実害虫は種類が多く、個々を対象に防除を行うのは非能率的であり、複数種を同時

に有効な薬剤で防除するとよい。関東、東海地域では開花期の 12 日後に第 1 回目を、以

降 10～ 15日間隔で 2回の計 3回の薬剤散布の体系が有効である。第 1回目は開花終期か

ら莢伸長初期にあたり、主としてダイズサヤタマバエ対象で、2 回目は子実肥大初・中期

でシロイチモジマダラメイガ、マメシンクイガ、サヤムシガ類、カメムシ類対象、3 回目

は子実肥大中・終期でシロイチモジマダラメイガ、マメシンクイガ、カメムシ類対象であ

る。ただし、害虫の発生量は場所により、また年によって異なるので防除回数の決定には

注意を要する。また、子実害虫の多くは莢の着生部位に生息しているので、防除にあたっ

ては群落内部にある莢にも薬剤がかかるようにする必要がある。そのための適切な散布量

はダイズの大きさと登録情報にもよるが、10a当たり 150～ 200Lまたは、4～ 6㎏である。

（１）カメムシ類

ホソヘリカメムシ Riptortus pedestris
体長 14 ～ 17mm。体色は黒褐色～赤褐色で、頭

部と胸部の側面に黄色の連続紋がある（雄では明

瞭、雌では不明瞭）。飛翔中の成虫はハチに、1～ 2

齢の幼虫はアリによく似る。主として東北以南で

発生する。マメ科植物が主要な寄主植物であるが、

5 科約 30 種に寄生する。小林(1987)によれば、四

国では年 3 世代で、越冬後の成虫は 4 月上旬から

活動して 5月中旬から産卵する。第 1回成虫は 第 3図 成虫(左)と 5齢幼虫

6 月下旬～ 7 月下旬、第 2 回成虫は 8 月中旬、第 3 回成虫は 10 月上旬から出現する。長

らく Riptortus clavatusとされていたが、菊原(2007)により中国大陸に広く分布するキボシ

ホソヘリカメムシと同一種とされた（ただし、和名はもとのホソヘリカメムシとする）。

イチモンジカメムシ Piezodorus hybneri
体長 9 ～ 11mm。体色は淡黄緑色で、前胸背に雌で

は紅色、雄では白色の横帯がある（越冬個体などで

は逆の場合もある）。主として、関東以南で発生する。

マメ科植物が主要な寄主植物で、3 科約 30 種に寄生

する。小林(1987)によれば、四国では年 3 世代で、

越冬後の成虫は日最高気温が 14 ～ 15 ℃になるころ

から活動して 5月頃から産卵する。第 1回成虫は

6月～ 7月、第 2回成虫は 8月～ 9月、第 3回 第 4図 成虫(左)と 5齢幼虫

成虫は 10月～ 11月に出現する。
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アオクサカメムシ Nezara antennata
体長 11 ～ 17mm。成虫には緑色型（全体

が緑色、最も多い）、黄帯型（頭部と前胸

背前半が黄色で、他は緑色）、緑斑型（全

体黄色で頭部や前胸背、小楯板、半翅鞘に

緑色の紋がある）、黄化型（全体が黄色～

橙黄色）などの遺伝的な色彩型がある。形

態的にはミナミアオカメムシと酷似する。

成虫では、(1)触角の第3～5節の先端側 第5図 成虫(左)と 5齢幼虫

半分近くが本種では黒色で、後者は赤褐色、(2)腹部背面は本種では全体的に黒褐～黒色

で、後者は緑色であることなどが相違する。広食性で約25科約80種の植物に寄生する。小

林(1987)によれば、四国では年 2世代で、越冬後の成虫は日最高気温が 14～ 15℃になる

ころから活動して 4月下旬から産卵する。第 1回成虫は 6月上旬～ 8月上旬、第 2回成虫

は 8 月上旬～ 10 月下旬に出現する。本種の産卵前期間は盛夏には延長するが、秋口には

短縮する(Noda, 1984)。

ミナミアオカメムシ Nezara viridula
見かけはアオクサカメムシに酷似する。寄主植物が 32科 145種に及ぶ広食性の害虫で、

高い飛翔力により各種の作物を加害する。マメ科植物を好むため重要な大豆の害虫で、さ

や内の子実を吸汁して被害粒をだす。斑点米産出能力が高く、登熟後期まで加害できるた

め、重要な斑点米カメムシでもある。南方系の虫で熱帯、亜熱帯に広く分布し、分布北限

は最寒月の平均気温 5 ℃の等温線である。前述のように国内分布は、1960 年代の九州や

四国、紀伊半島の南端から、温暖化により現在、九州、四国、中国（鳥取県以外）、近畿

（奈良県以外）に広がり、東海の三重、愛知、静岡、また、千葉に及んでいる。越冬成虫

は 4月上旬頃から活動し、11月まで年 3～ 4回発生する。

ブチヒゲカメムシ Dolycoris baccarum
体長 11 ～ 13mm。体色は赤褐色～黄褐色で体全

体が白く柔らかい毛でおおわれている。広食性で

約 10科約 40種に寄生する。小林(1987)によれば、

四国では年 2世代で、越冬後の成虫は 3月下旬～ 4

月はじめから活動して 4月中旬から産卵する。第 1

回成虫は 6月～ 7月、第 2回成虫は 9月～ 10月に

出現する。

被害と防除 第6図 成虫(左)と 5齢幼虫

成虫、幼虫ともに口針を莢に差込み吸汁する。そのため、莢が落下したり、偏平(板莢)

となったり、子実が変形・変色したりする。また、ひどく加害されると葉が青いまま残り、

いわゆる青立ちとなる。ダイズ子実汚斑病を媒介して加害の症状を激化させることもある

（木村ら、2008）。吸汁による被害は莢伸長期～収穫期の全期間にわたるが、莢伸長中期
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～子実肥大中期の約 20 日間に特に多く、産卵最盛期

でもあるので、この期間が防除適期となり、子実肥大

期を中心に 2 ～ 3 回防除する。登録剤にはピレスロイ

ド系（パーマチオン水和剤、トレボン乳剤・粉剤 DL

など）、ネオニコチノイド系（アルバリン・スターク

ル顆粒水溶剤、ダントツ H 粉剤 DL など）、有機リン

系殺虫剤（スミチオン乳剤・粉剤 3DL、エルサン乳剤

・粉剤 3DL など）などがあるが、残効の長いものがよ

い。なお、ミナミアオカメムシではネオニコチノイド

系殺虫剤の効果が高いといわれている。耕種的には 7

月播種などの遅植えで被害が少ない傾向がある。ホソ

ヘリカメムシとイチモンジカメムシでは、予察用の合

成フェロモンが販売され（富士フレーバー株式会社）、

山口県で応用されている。なお、西日本で発生の 第7図カメムシによる不稔粒(上)と奇形粒

多いマルカメムシは茎葉を加害し、株当たり 30個体程度までは被害を与えない。

（２）マメシンクイガ Leguminivora glycinivorella
成虫の前翅長は 6mm 内外。体は灰色で、頭と胸部は黄

色を帯びる。前翅は灰褐色、全体に黄褐色が混じり、不規

則な斑紋を形成する。十分成長した幼虫は橙赤色で、体長

は 10mm内外。日本全土に分布するが、寒地系害虫で北海

道と北東北の最重要ダイズ害虫で、寒冷地では被害粒率が

数十％と大きな被害をもたらすことがある。狭食性で、食

草はツルマメや大豆などに限られる。関東や中国では一部

が年 2 回発生する。第 2 世代の発生は少なく、成虫は、北

海道で 8月中下旬、東北や関東北部で 8月下旬～ 9月上旬、

関東南部で 7月中旬～ 8月中旬と次世代成虫が 9月上旬～

10 月上旬に羽化する。成虫は明け方と日没前に盛んに飛

ぶが、移動距離は短い。卵は 2 ～ 4cm 以上の莢に好んで 第8図成虫(上)と豆を食害する幼虫

産まれ、黄化が始まった莢には産卵されない。卵は約 1週間で孵化し、幼虫は莢内に食入

して子実を縫合部に沿って溝状に食害する。2 ～ 3 週間で老熟し橙赤色となり、莢の縁に

半円形の穴を開けて脱出し土中で繭を作り越冬する。夏に土繭内で蛹化する。防除適期は

産卵食入最盛期の莢伸長中・終期である。防除は幼虫の莢食入防止のため、産卵盛期とそ

の 7 ～ 10 日後の 2 回殺虫剤（スミチオン乳剤、エルサン乳剤、バイジット乳剤、サイア

ノックス乳剤など）が莢によくかかるように行う。ピレスロイド系殺虫剤（トレボン乳剤

・粉剤 DL、バイスロイド乳剤、パーマチオン水和剤など）は残効性が高く、1 回防除で

も防除効果が高い。ただし、成虫の羽化は通常一山型で時期の年次変動が少ないが、羽化

前の時期に高温であると二山型となり発生が長引くので注意する。被害回避には、輪作、

無毛の品種や小粒種の栽培、あるいは莢伸長終期～子実肥大初期が成虫羽化と重ならない

栽培が有効である。また、本種は移動性が低いため、ダイズ連作（3 回以上）により発生

量が急激に増加する。
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（３）シロイチモジマダラメイガ Etiella zinckenella
成虫の前翅長は 11mm 内外。前翅は紫灰色で、前縁に白色

の条線があり、橙褐色の横線がある。十分成長した幼虫の体

長は 15 ～ 20mm で、腹部は暗緑色を帯び、その背面は紅紫

色となる。世界の熱帯・温帯に広く分布する暖地系の害虫で、

日本では主として北陸、関東以西に分布する。夏期に異常高

温であった 1978年には福井県平均の被害莢率が 50～ 60％と

なった。エンドウやエニシダも食草である。年 3 ～ 4 回発生

し、北陸での成虫発生盛期は第 1 回が 6 月上旬～中旬、第 2

回が 7 月中旬、第 3 回が 8 月下旬ころである。莢伸長終期～

子実肥大初期に最も盛んに産卵する。卵は莢の根元付近に産

みつけられ、孵化幼虫は 24 時間以内に莢内に食入して 第9図成虫(上)と豆を食害する幼虫

子実を食害する。マメシンクイガと異なり、一莢内の豆を食い尽くすと他の莢に移動する。

蛹化前に莢に丸い穴を開けて脱出する。地表面や浅い土中の繭内で幼虫越冬する。防除適

期はこの産卵食入の多い子実肥大初中期で、スミチオン乳剤、エルサン乳剤、トレボン乳

剤、パーマチオン水和剤などの登録剤がある。関東では第 1、3世代の発生が多いとされ、

発生の多い第 1、3世代の発蛾盛期と産卵食入時期が重ならない栽培で被害が軽減される。

（４）サヤムシガ類 Matsumuraeses falcana, M. phaseoli
ダイズサヤムシガとマメヒメサヤムシ

ガとが主要種で、両種は形態と被害の様

相が酷似しているため、混同されてきた。

成虫の前翅長は 7 ～ 10mm。前翅は淡黄

灰色～暗灰褐色で、色彩や斑紋は変化に

富む。十分成長した幼虫の体長は 14mm

内外。また、東北では両種の他によく似た 第10図 成虫(左)と綴り合わされた莢

2種が確認されている。ダイズサヤムシガは東北でも発生するが、越冬するかは疑わしい。

マメヒメサヤムシガは日本に広く分布するが、東北や北海道ではきわめて少ない。関東で

は年 2～ 3回の発生で、8～ 9月に多い。大豆の栄養生長期には新芽や若葉を綴り合わせ

て食害する。莢形成後は莢同士あるいは茎葉も混ぜて綴り合わせ、内部の子実と同時に莢

表面も食害される。卵は莢上ではなく、葉裏や葉柄に産みつけられる。防除適期は莢伸長

終期～子実肥大中期で、スミチオン乳剤などを散布する。

（５）ダイズサヤタマバエ Asphondylia yusimai
成虫の見かけは蚊のようで、体長約 3mm で灰褐

色。暖地系の害虫で本州以南に分布し北海道には

分布しない。近年、バクチノキやヒイラギを冬寄

主とすることがわかり、種名が確定した（上地・

湯川、2003）。バクチノキなどで幼虫越冬して 5 月

に羽化し、その後、野生マメ科植物やダイズで 2

～ 3 世代を経過し、10 月にバクチノキなどに産卵

する。成虫は花が終わった直後の時期に最も盛んに 第11図 莢にとまる成虫
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産卵する。卵は莢内に産みつけられ、孵化幼虫は糸状菌と

共生して加害する（内藤、1962）。加害された莢は一部が

小さく膨れて虫えいとなり、この部分は生長しない。その

ため、きわめて小さな莢、あるいは一部が細まった奇形の

莢となる。被害を受けた莢には蛹の脱皮殻が付着している

ことが多く、本種の被害とわかる。防除適期は産卵最盛期

の開花終期～莢伸長初期で、スミチオン乳剤、バイジット

乳剤、トレボン乳剤などを散布する。

２．初期害虫 第11図 被害莢の外観と内観

（１）アブラムシ類

ジャガイモヒゲナガアブラムシ Aulacorthum solani
無翅成虫の体長は約

3mm。体色は黄緑色～

淡緑色で光沢がある。

日本全国に分布し、寒

地ではギシギシやクロ

ーバ類で卵越冬、暖地

では胎生雌虫での越冬

が多い。広食性で25科

約100種の植物に寄生す

る。野菜や野草で越冬、 第11図 吸汁された大豆(左)と成虫・幼虫(右上)、大豆葉裏への寄生

6月以降に繁殖し、第2世代では有翅虫となり分散する個体が多い。この分散個体がダイズ

わい化病を伝搬し、北海道と北東北でマメシンクイガと並ぶ重要害虫である。これを防ぐ

には、播種時に浸透性殺虫剤（ダイシストン粒剤など）を土壌施用する、あるいはクルー

ザー FS30 を種子に塗沫処理して播種すると防除効果が高い。飛来の多い場合は、ダイズ

出芽期からピレスロイド系殺虫剤（アディオン乳剤、トレボン乳剤など）あるいはオルト

ラン水和剤を茎葉散布する。ダイズ播種を遅くする（6月）と飛来最盛期から外れるので、

発病は軽減される。べた掛け被覆資材の利用も被害防止に有効とされる。また、前述した

ように平成 15～ 17年には東北で本種が多発して大豆に吸汁による減収をもたらした（上

野、2002；小野ら、2002）。原因の一つとして、過度の殺虫剤散布による天敵の減少があ

げられている。

ダイズアブラムシ Aphis glycines
無翅成虫の体長は 1.5mm 内外。体色は黄緑色、頭部は黄色であ

る。日本全国に分布し、一次寄主は長く不明であったが、高橋ら

（1993）がクロウメモドキとクロツバラであることを明らかにし、

関東地方平野部での年間世代数を約 20 と推察した。大豆ではまず

柔軟な若葉に寄生し、開花後には生息部位は株全体に及ぶ。多発し 第12図 成虫と幼虫

て生育を阻害して豆の品質の低下や減収をもたらす（平野、1996）。

ウイルス病の媒介
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アブラムシ類はダイズのウイルス病を媒介するので問題が大きい。ダイズモザイク病、

萎縮病、ダイズわい化病等が媒介される。ウイルス病に抵抗性の品種を用いたり、アブラ

ムシに殺虫剤を施用して防ぐ。種子に褐斑粒を用いないことも重要な防除対策である。

（２）フタスジヒメハムシ Medythia nigrobilineata
体長は約 4mm。鞘翅は濁黄色で 1

対の黒色縦条がある。東北以南で問

題となり、年 2 ～ 3 回発生する。中

国地方では、第 1 回成虫は 6 月中旬

から、第 2 回成虫は 7 月中旬から、

第 3 回成虫は 9 月下旬から発生する

（永井、1982）。成虫は葉や茎、花を 第13図 成虫（左）となめり莢・黒斑粒

食害するが、むしろ、莢の表面を食害（なめり莢）して黒斑粒を出すので問題となる。幼

虫は老熟するまでに数粒の根粒を食害するので、多発するとダイズの生育が悪くる。1 株

に約 40 匹の幼虫が加害すると約 15%減収すると推定される（菊地・持田、1990）。被害

が多いとダイズが青立ちするともされる(武井ら、2003)。発生初期に防除すると効果が高

いので、播種時にダイシストン粒剤などを播種溝散布する。ただし、高温時などには除草

剤の大豆バサグラン液剤との併用で薬害を生じることがあるので注意が必要である。

（３）タネバエ Delia platura
成虫の体長は 5 ～ 6mm。北海道や東北では地中で蛹態越冬

し、年 3 ～ 4 世代を経過する。関東以西では休眠せずに年 4

～ 6 世代を経過する。各種作物の発芽しかかった種子を加害

する。地中で膨軟化した種子に幼虫が侵入し、子葉や胚軸を

加害するため、発芽不能や生育遅延を引き起こす。出芽後に

胚軸の地際部が加害されて地上部がしおれることもある。 第14図 子葉を食害する幼虫

成虫は魚粕、鶏糞、未熟堆肥などに集まり、未熟の有機質肥料 (提供：斎藤 修氏)

を多量に施用したり、レンゲなどを鋤き込んだ後に播種すると多発しやすい。また、播種

時の低温寡照によって発芽が遅延した時に被害が多くなる。播種時にダイアジノン粒剤 5

・粒剤 3 などを土壌施用する、あるいはクルーザー FS30 を種子に粉衣して播種すると防

除効果が高い。

３．茎葉害虫

切葉試験(斎藤ら、1983)では、開花 15 日前には約 50%の切葉から減収がみられ、切葉

率が最も収量に影響する莢伸長初期～子実肥大初期でも約 30%を越えないと減収しない。

過剰防除で天敵が減少し、乾燥と重なると、ハダニ類が多発するので注意する。

（１）ハスモンヨトウ Spodoptera litura
成虫の前翅長は 16～ 17mm。前翅には斜交いの紋がある。

幼虫の体長は成長すると 40mm 程度になる。日本から東南ア

ジアにかけて広く分布し、日本では関東中部以南の温暖な地

域に恒常的に発生する。冬季休眠性を持たないため、越冬場

所は限定される（松浦ら、1992）。長距離飛来することもあ 第15図 成虫
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る。発生量は年次によって大き

く変動する。幼虫が大きくなる

と食害量が増大し、薬剤の防除

効果も低下するので、早期発見

と早期防除が基本である。成虫

はダイズの葉裏に数百粒の卵塊

を産み、孵化幼虫は集団で葉肉

のみを食害するため、被害葉は

全体が透けて白く見える（白化

葉、白変葉）。3 齢幼虫からは次

第に分散する。この白化葉のピ

ーク時とその 7 ～ 10 日後が防除

適期である。防除薬剤は、脱皮

を阻害するアタブロン乳剤や 第16図 幼虫（左）と被害圃場（右上）、白化葉

ノーモルト乳剤、神経系を麻痺させるトルネードフロアブル、カーバメート系（ラービン

フロアブル）、有機リン系（エルサン乳剤）、ピレスロイド系殺虫剤（トレボン乳剤・粉

剤 DL）など多種多様である。脱皮を促進させて幼虫を殺すため、老齢幼虫にも効果のあ

る IGR 剤（マトリックフロアブル、ロムダンゾル）もある。また、本種の病原の核多角

体病ウイルスを製剤化した「ハスモン天敵」という防除剤もあり、この剤は発生初期に施

用する。

（２）ウコンノメイガ Pleuroptya ruralis
成虫の前翅長は 13 ～ 17mm。頭、胸部、翅は

淡黄褐色。幼虫の体長は成長すると約 20mm と

なる。北陸や東北日本海側で多く、北陸では年 2

回発生し、アカソなどイラクサ科の野草で幼虫

越冬する（成瀬、1983）。孵化幼虫は、はじめ

葉縁の一部を折り曲げているが、成長するに応

じて大きく葉を巻いて食害する。防除適期は葉

を巻きはじめた頃で、登録農薬にはサイアノック 第17図 成虫(左上)と幼虫(左下)、被害葉

ス粉剤がある。播種期が早いほど発生量が多いとされる。

（３）コガネムシ類

第 18 図に主要種を示す。左上がヒメコガネ

成虫（Anomala rufocuprea、体長 13～ 18mm、

体色は変異に富む、洪積土地帯で多い）、右上

がドウガネブイブイ成虫（Anomala cuprea、体
長 20 ～ 24mm）、右下がマメコガネ（Popillia
japonica、体長は 10～ 12mm）である。

第18図 コガネムシ類の成虫と被害圃場(左下)
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４．その他の害虫等

（１）ダイズシストセンチュウ Heterodera glycines
雌成虫は体長 0.7mm のレモン型

で、死亡後はシスト化して、茶色

～暗褐色となる。雄成虫は体長

1.3mm の線形で無色。日本全土に

分布するが、北海道や東北等で被

害が多い。根に寄生してダイズの

生育を阻害し、収量減となる。症

状は茎葉の黄化と生育不良で、被

害株は一圃場内でも部分的にかた

まって分布することが多い。防除

には抵抗性品種を組み入れた 4年 第19図 被害圃場

以上の長期輪作あるいは田畑輪換を行い、土壌中の線虫密度を高めないようにするのがよ

い。一度、本種が発生した圃場では、農機具や作業靴などを通じて他の圃場に線虫が広ま

らないように機械を洗浄するなどの注意が必要である。

Ⅲ．大豆害虫の適正な管理に向けて

１．薬剤防除

小林・奥(1976)によれば、大豆害虫の経済的要防除水準は虫害粒数率で 15 ～ 20%とさ

れる。調査地の東北地域では、北部 3 県の被害はこのボーダーライン上にあるが、南部 3

県の被害はこれを上回り、防除により利益が上がると判断した。薬剤防除に当たっては①

要防除水準を知り、②害虫の発生量を的確に予測し、防除するに当たっては③最大の防除

効率（薬剤の種類、散布時期、散布量、散布回数等）をあげる必要がある。

２．耕種的防除

抵抗性品種の利用（センチュウのみ、操田大豆）、栽培条件の選択（栽培時期：九州の

秋ダイズ、品種、不耕起、栽植密度、栽培規模等）、作付体系の変更（輪作：マメシンク

イガ、センチュウ、混作、おとり作物、景観植物等）、圃場の配置等を考慮する必要があ

る。

＊＊立地環境の影響

小林・奥(1976)は東北地方で立地環境を沿岸地、内陸平闊地、川添地、山添平坦地およ

び山間地の 5つに分け、それらの間での各種害虫の被害発生の多少について次のように報

告し、越冬地の遠近や食草の多少をその原因としてあげている。

マメシンクイガ：沿岸地≒内陸平闊地＞川添地

マメヒメサヤムシガ：山間地＞沿岸地≒内陸平闊地≒川添地≒山添平坦地

ダイズサヤタマバエ：川添地＞内陸平闊地≒山間地

カメムシ類、全暖地系害虫合算：川添地≒沿岸地≒山間地＞内陸平闊地≒山添平坦地

全子実害虫：沿岸地＞山添平坦地

３．天敵利用

カメムシ卵寄生蜂の利用（Lim & Mahmoud、2009；水谷、2001）、各種天敵の探索、利

用方法の検討（永続、大量放試等）等を検討する必要がある。
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Ⅳ．被害粒調査法

１．生理的不稔粒

・サヤの内面には刺し傷がない。

・粒は扁平で硬い。

２．カメムシ被害粒（小）

・サヤの内面に刺し傷があるかで判断する。

・やや膨らみ、変色する。

３．カメムシ被害粒（大）

・カメムシの吸汁痕は白、黄褐色等に変色する。

・わかりにくい場合は表皮をはぐと見やすい。

・吸汁時期によっては著しく変形する。

－著しい変形、発芽－

－表皮をはぐ－

４．ダイズサヤタマバエ

・サヤが不自然にすぼむ。

・中には白または赤色のカビがある。

・粒が大きくなってからは黒色のカビ。
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５．シロイチモジマダラメイガ

・豆がかじられる。

・サヤの外側はかじられない。

・サヤに丸い穴があることも多い。

・虫糞は丸く、褐色が多い。

注）マメシンクイガ

・豆がかじられる。

・サヤの外側はかじられない。

・サヤに楕円の穴があることも多い。

・虫糞は細長く、黄褐色が多い。

６．ダイズサヤムシガ

・豆がかじられる。

・サヤの外側もかじられる。

・サヤに丸い穴があることも多い。

・虫糞は丸く、黒褐色が多い。

７．フタスジヒメハムシ

・豆はかじられないが、黒くなる。

・サヤの外側表面を食害する。

・粒がかびることもある。

８．その他

・サヤの外側から豆ごとかじる。
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土壌条件に応じた適切な耕起・播種等の栽培技術 

－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 

作業技術研究領域 細川 寿 

 

１．はじめに 

大豆作付面積は、最大で 40 万 ha を超えていたが、ここ数年は 13～15 万 ha であり、収

穫量も最大時の約 1/2 の 22～26 万 t 程度である。10a 当たり収量は、最高年でも 190kg/10a

程度であり、アメリカやブラジルの約 280kg/10a (2006-2010 平均)に比べて非常に低いの

が現状である。収量差の要因としては、品種の違いだけでなく、降雨等の気象条件、土壌

の地力や物理性等の違いも大きな要因である。国内の大豆栽培の特徴は、水田転換畑への

作付け割合が高く（平成 23 年全国田作大豆の割合：約 86％）、重粘な土壌や排水不良な

圃場に作付けされる場合も多い。 

水田転換畑での栽培時には、湿害が大きな問題となる。特に播種は、梅雨前から梅雨の

合間に行われるため、湿害対策は重要な課題である。また、圃場条件によっては、強い降

雨後の乾燥により硬い土膜(クラスト)ができ、発芽が抑制される場合がある。一方、大豆

栽培でも規模拡大が行われ、降雨等天候の厳しい状況でも、その合間に作業が可能な高能

率の播種方法が重要である。全国の研究機関、メーカー等では、これらに対応した技術開

発を実施しており、大豆安定栽培の基盤技術として収量の増加につながると考えている。 

農研機構では、平成 14 年に大豆収量 300kg/10a、A クラス品質の大豆生産技術の開発を

目指した『ダイズ 300A 研究センター』を発足させた。その中で特に水田大豆の低収原因を

「水田の排水不良による発芽の不安定」とし、湿害克服のための技術開発を実施した。安

定発芽には、耕うん方法の開発による発芽土壌環境の整備が重要なポイントであり、300A

研究センターでも全国を７つの地域に分けて土壌特性毎の耕うん方法を検討した。これま

での通常耕深の耕起栽培に加え、湿害軽減の畝立て（北陸）、播種部分だけを作溝する不

耕起（関東・中国）、浅耕＋排水溝（東海）や部分耕（東北）等の研究を進めてきた。さ

らに、覆土前鎮圧播種（北海道）やクラスト防止用播種機(九州)の研究を実施した。 

ダイズ 300A 技術に関連して、公立研究機関でも多くの大豆播種技術が開発され、さらに、

農機メーカーでも研究が行われ、製品化している。これらの技術について、耕うん深さ別

に分類し、その名称、開発元、耕うん方式、特徴、販売等について表１にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 各耕うん播種方法の特徴(研究ジャーナル) 

耕うん深さ 名　　　称 開　　　発　　　元 耕うん方式 特　　　徴 販　　売　　等
普通耕うん 耕うん同時畝立て播種 中央農研（北陸大豆300A） アップカット 畝立て、砕土性良、すき込み性良 (株)松山

大豆専用畦立て播種機(お凸つあん) (株)ヰセキ北陸 ダウンカット後ドライブハロー 畝立て、播種溝の凹み無し (株)ヰセキ北陸
小畦立て播種機 岩手県農業研究センター ダウンカット後ドライブハロー 畝立て、爪配列変更、低コスト 自作改良
簡易畦立て機(ちかのり君) 大分県農林水産研究指導センター ダウンカット 畝立て、低コスト 地元鉄工所
その他畝立て ダウンカット後ドライブハロー（ダウンカット） 畝立て、低コスト 自作等

不耕起 汎用型不耕起播種機 中央農研(関東大豆300A) 専用機 作業性良 (株)松山
乾田不耕起直播機 JA全農・三菱農機 ダウンカットロータリベース 極狭幅の耕うん、作業性良 三菱農機(株)
トリプルカット不耕起播種機 近畿中国四国農業研究センター大豆300A ロータリカルチベータベース 特殊爪 試作品
ムギ畦を利用した不耕起栽培 佐賀県農業試験研究センター（＋みのる産業(株)） 不耕起播種機 ムギ畦有効利用、作業性良 みのる産業(株)

浅耕 小明渠浅耕播種機 中央農研(東海大豆300A)＋三重県農業研究所 ダウンカット＋サイドディスク 排水溝、クラスト防止 小明渠部品：(株)ジョーニシ

浅耕畝立て播種機 滋賀県農業技術振興センター ダウンカット 畝立て、低コスト 自作改良
ムギ畦利用浅耕播種 福岡県農業総合試験場 ダウンカット ムギ畦有効利用、作業性良、低コスト 所有ロータリ使用

部分耕 有芯部分耕 東北農業研究センター大豆300A ロータリ（アップカット畝立て） 水分一定 自作改良
深耕 改良ロータリ(ツーウェイローター） 福井県農業試験場＋小橋工業(株) ダウンカット すき込み性良、畝立ても可 小橋工業(株)
クラスト防止 山形鎮圧輪 九州農業研究センター大豆300A 播種機 クラスト防止 アグリテクノ矢崎(株)

３粒点播 福岡県農業総合試験場 播種機目皿 クラスト防止、目皿穴増加 自作加工
覆土前鎮圧 北海道農業研究センター大豆300A アップカット浅耕 クラスト防止、砕土性良 (有)ピポリー技研製作所
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大豆栽培は、排水対策、耕うん、播種、中耕・培土、除草剤散布、病虫害防除、収穫、

乾燥、調整等の作業を行う。収穫を含めほとんどの作業は機械化体系が確立されており、

適期作業の可能性が高くなる点では、収量増加に貢献できるが、気象条件による湿害等の

ストレス軽減や土壌水分の改善には結びつかないのが現状である。 

２．耕うん深さと特徴 

大豆の耕うん・播種方法は、耕うんをほとんど行わない不耕起栽培と耕うんを行う耕起

栽培に分類できる。耕起栽培では、耕うん

深さ別に、浅耕（部分耕）、普通耕、深耕

に分類できる。不耕起栽培では、降雨時に

播種溝がすぐに湛水し、湿害が発生する可

能性が高い。一方、耕うんを深く行うほど、

水が滞水する耕盤から種子までの位置が

高くなり、降雨時の湿害を受けにくくなる

と考えられる。しかし、耕深が深くなるほ

ど、トラクタの所要動力の増加、作業速度

の低下、砕土性の低下等が懸念される (図

１)。 

 ３．大豆種子の特徴と播種方法 

 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の作付けも

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である。 

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。 

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。 

不耕起 浅耕（部分耕） 普通耕 深耕

水を通しにくい層

水を通しにくい層

浅耕 普通耕
耕深水（降水量）

湿害（大）
地耐力
走行性（良）
雑草（多）

所要動力（大）
作業性（低）
砕土性（低）麦後の土壌構造利用

水（降水量）

耐湿性（大）

耕うん深さ：深い

図１ 耕うん深さと効果 
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本資料では、湿害を軽減する耕うん同時畝立て播種技術について記載するが、他の方法

については、配布資料により説明する。 

４．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。しかも、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の転換畑で使用できる耕うん同時畝立

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。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、施肥播種機を装着し（図２）、

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３

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３右）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３ 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２ 耕うん同時畝立て播種作業機の構成 

標準配列

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

施肥機

播種機

均平板（畝高さ調整）

肥料用駆動輪

ゲージ輪
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 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できる

が、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。

雑草が多い圃場では、成型器のみで畝を作ると、雑草が絡み、畝を崩す場合が認められた

が、爪の曲がりを揃えて土塊の飛散で畝を作る方法では、問題が認められなかった。 

 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)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)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

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４）にした場合、作

業能率は約 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。 

５．大豆への畝立ての効果 

  1)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５）、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６）。 
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図５ 畝立ての播種位置 
図６ 畝立て栽培の地下水位 

図４ ３条用耕うん同時畝立て播種作業機
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 2)畝立て栽培の土壌水分・土中酸素濃度 

 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、深さ 10cm

では、降雨後でも増加しにくい傾向が認められた（図７）。 

 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８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)生育、管理・収穫作業への影響 

 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。畝立て大豆の播種後の畝形状は、最初から中耕培土後の状

態に近くなっていが、除草効果を考えると、中耕培土作業を行うのが良いと考えられた。

培土量が少ない圃場では、倒伏する傾向が認められ、培土量を確保するためには、播種時

の畝の高さを 10cm 程度に抑えることが必要で、培土量が確保されれば、コンバイン収穫時

の影響は少ないと考えられた。 

 4)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、坪刈り調査では、畝立て栽培大豆が７～12％増

加した（表２）。また、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。降雨が多い年でも、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。畝高さ 10cm でも収量への効果は十分に認めら、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 畝立ての土壌水分(pF-10cm) 
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図８ 畝立ての土中酸素濃度 

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

0

10

20

30

40

50

60

7/
2

7/
9

7/
16

7/
23

7/
30 8/

6
8/
13

8/
20

8/
27 9/

3
9/
10

9/
17

9/
24

10
/1

10
/8

測定日（２００４）

体
積

含
水

率
（
％

）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

降
水

量
（
ｍ

ｍ
）

畝15cm南 畝10cm 平ら 降水量

表２ 大豆収量の例（全刈り調査＋坪刈り調査）
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６．耕うん同時播種の効果 

 1)作業能率・安定発芽 

 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、ダウンカットロータリによる

微速作業＋ドライブハロー後に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。 

 耕うんと播種が別工程作業の場合、播種時に乾燥が続く天候では、耕うんと播種の間に

土壌が乾燥して発芽が遅れることがある。さらに、砕土のためのドライブハロ―作業等を

追加すると、耕うんから播種までの時間が長くなり、播種時の土壌水分がさらに低下する

場合が認められる。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、

種子周辺土壌の水分が保持され発芽が早まると考えられる。 

 2)降雨リスクの回避 

 耕うんと播種を別々に行う体系では、耕うん後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実施するか耕うんと播種を同時工程作業機で実施

すると、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。  

 

７．その他 

1)事前耕うん 

 耕うん同時畝立て播種作業を行う前の圃場作業として、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。

また、耕うん爪の摩耗を少なくし、作業性を

向上させるため、プラソイラ等を実施する事

例もある。 

 2)適応地域の拡大 

 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、平成

23 年度までに、約 290 ヶ所 630ha 以上で実

証試験を実施した。 

これまで実証試験を行った圃場の土性

は、SL,CL,LiC,HC 等であるが、土性に影

響されず作業を行うことが可能であった。さ
図９ 実証試験圃場の畝立てと慣行の収量（坪刈り）
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らに、降雨が多く、慣行栽培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９）。 

平成 18 年度から作業機は市販化され、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、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 23 年には、5,000ha 以上、全国 35 県以上で普及していると推定している。 

 

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、播種条間を慣行の 1/2～1/3 程度にし、省力化、収量性の向上を目指した狭畦密

植栽培（図 10）について、実証試験を行い、長野県等の一部の地域で普及している。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

くい品種を使用している地域では、収量増加等の効果も期待できる。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。 

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

にすることが重要である。  
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図 10 耕うん同時畝立て狭畝栽培 

標準配列内向き 内向き
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難防除雑草の対策技術 

－大豆作における基礎的雑草防除技術を含めて－ 

 

中央農業総合研究センター 生産体系研究領域 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。ここでは、

大豆作における基礎的雑草防除技術を記載するとともに、難防除雑草の生態的特性と対策技

術を紹介する。 

 

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（単子葉のカヤツ

リグサ科とツユクサ科等および双子葉（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。 

雑草は種によってそれぞれ発芽適温がある。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）時の気温によって、雑草種が決まってくる。雑草

種を発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等の広葉雑草（早期型）、

10～13℃で出芽して 15～20℃で盛期となるイヌビエ等のヒエ類やエノコログサ等のイネ科

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等（晩期

型）の 3つに類型すると考えやすい。早播では発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、北海道で５月中旬に播種した場合、早期型のシロザ、タデ類、ツユク

サ、スカシタゴボウ、タニソバ等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、

中期型や晩期型のヒエ類、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、晩期型のイネ科雑草やホソアオゲイトウ等のヒユ類、スベリヒ

ユ等の出芽が多く、早期型のシロザ等の出芽は少なくなる。 

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

メヒシバやヒエ類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

はほとんどがヒエ類、コゴメガヤツリ、タカサブロウ類等の水田雑草で、これらの草種は乾

燥した畑条件では発芽しにくいものも多い。そのため大豆作への転換初年目で十分乾燥して

いれば、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、排水が不十分な転換畑では、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が多い。 

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。近年の難防除雑草については後述する。 

 

60



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よる遮光のため生育が劣り、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」「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」を組み合わせることで、いつが最も雑草防除に重要な時期かがわかる。 

いつまで除草が必要かは大豆の草冠が地表面を覆うまでの期間と大きく関係する（図 2）。

多くの雑草は相対光量子束密度が 10%以下になると生育できない。そこで、大豆群落の内部

の光が 10%以下になる時期を求め（たとえば播種後 75 日）、その時期に雑草が大豆の群落の

上まで伸長するのに要する期間（メヒシバの場合たとえば 40 日）を求める。これによると、

たとえば播種後35日以降に出芽した雑草は40日間の生育期間に大豆群落に遮光されて生育

抑制され、雑草害を及ぼすことはないと考えられる。気温が高く、適湿で大豆の初期生育が

早いほど、また畦間が狭いほど早く大豆群落が完成して遮光され、除草必要期間も短くなる。

普通畦栽培（畦間 60cm 程度）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。しかし、大豆の生育は気

象条件によって変動するので、一概に何日までとは言えない。さらに、これは大豆が斉一に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茎葉処理剤 

・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） 

土壌処理剤 

中耕・培土
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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 
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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

燥等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欠株が生じる。また、播

種時期が遅れると大豆の生育が確保できず、畦間を覆わずに生育が終了してしまうこともあ

る（図 2）。このような場合は大豆による遮光力が得られないため、全生育期間を通しての

雑草防除が必要となる。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、適

期播種が重要である。 

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。さらに重要なのは、残存雑草が種子を生産

した場合、埋土種子集団に新たな種子が追加されることである。埋土種子からの翌年の出芽

率や死滅率、休眠程度は限られた草種でしか調査されておらず、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、生育期の選択性の茎葉処理除草剤（茎葉処理剤）の全面処理の組み合わせであ

る（図 1）。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気象条件で変動し、そ

の時期を決定するのは難しく、土壌条件によって中耕作業に入れない場合も多々ある。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。中耕・

培土ができない土壌条件や中耕培土を省略する場合には大豆生育期の選択性茎葉処理剤の

全面散布が有効であるが、それで対処できない場合もある。このような問題に対応するため、

近年、ダイズ生育期に中耕後畦間処理できる土壌処理剤、畦間・株間処理できる茎葉兼土壌

処理剤、選択性茎葉処理剤と非選択性茎葉処理剤の畦間処理、一部の非選択性茎葉処理剤の

畦間・株間処理、塗布処理が登録されているので、後述する（５．近年の対策技術 参照）。 

大豆作での基本的な使用除草剤は、１）播種前、耕起前、大豆出芽前までの非選択性茎

図 2.大豆の生育の伴う相対光量子束密度の低下の模式図 
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葉処理剤、２）大豆播種後出芽前の土壌処理剤、３）大豆生育期の選択性茎葉処理剤に大別

される。なお、本稿では除草剤は成分名で表記するが、同じ成分でも登録内容が異なるもの

もあるので注意が必要である。また、2012 年 7 月 11 日の農薬登録に基づいて記載している

ので、使用にあたっては最新の農薬使用基準を参照していただきたい。 

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

ホシネート剤等を用いる。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

たキク科雑草等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）大豆播種後出芽前の土壌処理剤処理 －出芽する雑草を枯殺－ 

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、発芽してくる雑草が水分とともに吸収

す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、土壌中濃度が次第に減少し、効果がなくなる。土壌処理剤はシロザ、

ヒユ類等の種子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、アサガオ類等のように種子が大きく、

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。 

大豆用の一般的な土壌処理剤としては、DCMU、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、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、適用雑草として「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 P液剤の適用雑草は「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「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。 

不耕起栽培では地表面に麦稈等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。 

63



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）大豆生育期の選択性茎葉処理剤の全面処理 －防除対象雑草と処理適期が重要－ 

大豆生育期に全面に処理できる茎葉処理剤は、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。 

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葉期としているが、適用葉齢を拡大している成分もあるので、現地の発生草種

に最も適した剤と処理時期を選ぶ。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 

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の

で、雑草を見分ける必要があり、効果の低い雑草種に対しては、より小さい時期での処理が

必要になる。 

 

５．近年の対策技術 

近年、基本的な除草体系で防除できない場合に対応して、新しい除草剤成分や既存除草

剤の新しい使い方、新しい機械除草機などが開発されているので、以下に解説する。 

１）広葉雑草対象の土壌処理剤 

大豆作で使用できる広葉雑草対象の土壌処理剤として、フルミオキサジン水和剤が農薬

登録された。海外ではすでに使用されており、イヌホオズキや帰化アサガオ類への効果が認

められていることから、効果が期待されている。ただし、日本の使用基準は濃度がやや低い

こと、イネ科雑草には効果がないこと、今までの一般的な大豆作用の土壌処理剤と比較して

使用量が少ないこと(製剤として 5－10g/10a)、専用の洗浄剤で散布器具(ホース)を洗浄す

る必要があるなど、注意すべきことがあるので、効果的な使用のために使用者、指導者、メ
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ーカーの協力体制を整える必要がある。 

２）土壌処理剤の畦間処理 

大豆生育期に中耕を行った後に出芽してくる雑草に対して畦間に処理する土壌処理剤と

してトリフルラリン乳剤および粒剤がある。畦間処理とは大豆にかからないように畦間のみ

に散布する処理である。トリフルラリン剤の使用に際しては発生雑草種を把握して使用する

必要がある。 

３）茎葉兼土壌処理剤の畦間・株間処理 

 畦間処理に加えて株間処理もできる茎葉兼土壌処理剤として、リニュロン水和剤、DCMU

水和剤、フルアジホップ P・リニュロン水和剤がある。株間処理の場合は、大豆の株元に生

えている雑草や土壌に対しても散布できるので、防除効果が高まる反面、大豆への薬害が心

配される。薬剤によって、使用できる大豆の最小葉令が異なり、リニュロン水和剤では大豆

本葉 3葉期以降、DCMU 水和剤とフルアジホップ P・リニュロン水和剤では大豆本葉 5葉期以

降であるので、使用基準を遵守し、大豆の本葉にかからないように処理する。これらは、茎

葉兼土壌処理剤で対象雑草は一年生雑草となっており、発生初期の雑草(草丈 15cm 以下)に

対しても効果が認められているが、草種間差があるので注意が必要である。リニュロン水和

剤と DCMU 水和剤は、種子の小さな広葉雑草に対する効果が高い傾向にある。フルアジホッ

プ Pはイネ科雑草対象の成分であり、リニュロンとの混合剤は殺草スペクトルが広がり、使

用しやすくなっている。 

４）選択性茎葉処理剤の畦間処理 

ヘンタゾン液剤の畦間処理は全面処理できる処理量（100～150ml/10a）よりも高濃度（300

～500ml/10a）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

にかからないように散布位置、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。 

５）非選択性茎葉処理剤の畦間処理あるいは株間処理 

大豆生育期に畦間処理ができる非選択性茎葉処理剤として、グリホサートアンモニウム

塩液剤、グリホサートカリウム塩液剤、ジクワット・パラコート液剤、グルホシネート液剤

がある。さらにグルホシネート液剤は株間処理ができるように登録拡大され、大豆本葉 5

葉期以降に大豆の本葉にかからないように株元まで散布することができる。いずれも難防除

雑草の対策として有効であるが、畦間処理だけが認められている薬剤は大豆にかかることが

ないよう、十分な注意が必要である。 

６）非選択性茎葉処理剤の塗布処理 

大豆の着莢期以降、大型の広葉雑草が大豆よりも大きくなってしまった場合の対策とし

て、グリホサートカリウム塩の 2倍希釈液を専用の塗布機を使用して広葉雑草 1 株当たり 1

～3カ所 0.1ml 塗布する方法が登録された。この処理によって、大型雑草の手取りと搬出と

いう重労働が削減できる。処理タイミングとしては、当年の収穫作業の阻害回避のためだけ

でなく、翌年以降の埋土種子を増やさないように種子生産開始前に処理すると効果的である。 

７）ディスク式中耕除草機やレーキ式畦間除草機 

中耕の作業効率の向上や除草精度の向上のために、中耕作業機の改良・開発がされてい

る。ディスク式のものはロータリー式に比較して土壌が湿潤な条件でも作業が可能であり、

速度も速く、中耕作業した後に除草剤を散布するユニットがつけられるような工夫もされて

いる。また、畦幅が狭い場合でも使用できる除草機も開発されている。 

８）その他 
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蒸気を土壌表面に吹き付けて雑草種子の死滅や休眠打破をねらう除草機の実用化研究が

行われている。特に難防除雑草に対しては、種子を死滅させることによる防除効果が高いこ

とから、その実用化が期待されている。また、大豆作で問題となる雑草の防除を大豆の作付

期間だけでなく、不作付期間や水稲や麦の作付期間においても総合的に防除する研究が実施

されている。 

 

６．難防除雑草の特性と対策 

難防除雑草はそのほとんどが帰化雑草である。一般的な防除体系で防除できない雑草は、

いったん侵入するとあっという間にまん延していく。このため、侵入前から警戒し、侵入初

期に防除を徹底する必要がある。難防除雑草は、種子に関して以下の特性のいくつかを持っ

ている。①休眠性を持ち、寿命が長い、②発生期間が長い、③種子が大きく深いところから

出芽する。さらに、生育期に関して以下の特性のいくつかを持っている。①大豆の生育期に

全面処理できる除草剤に対する感受性が低い、②生育が早いか再生力が大きい、③大型草種

のため光や養分の競合により減収をもたらす、④つる性のため除草防除作業の妨げとなった

り、大豆を覆いつくす、⑤大豆の収穫期まで生育が旺盛で葉や果実が汚損粒の原因となる、

⑥短日性で早く出芽すると種子を多量に生産し、遅く出芽するとすぐに種子を生産する。 

以上のように、土壌処理剤が効きにくく、大豆生育期に全面処理できる茎葉処理剤が効

きにくいとなると、機械的防除や非選択性茎葉処理剤の畦間処理等が有用となる。しかしな

がら、発生期間が長く、生育が早くて再生力が大きいと機械的防除でも防除困難となり、つ

る性で大豆や雑草同士で絡みつくと管理機も入れなくなる。ただ、難防除雑草といえども大

豆が完全に畦間・株間を覆ってしまえば、その下では光が届かないために生育できない。そ

れまでの防除をどのようにするかが重要となる。 

１）ヒルガオ科帰化アサガオ類 

帰化アサガオ類は種子や幼植物が大きく、つる性の雑草で、大豆畑に侵入しているのは

主に 4種（アメリカアサガオおよびマルバアメリカアサガオ（アメリカアサガオの葉の切れ

込まない変種）、マメアサガオ、ホシアサガオ、マルバルコウ）であり、一部でマルバアサ

ガオが侵入している。いずれも種子は硬実であるが、風雨や気温の変化にさらされることで

吸水可能になり、平均気温 15℃位以上で出芽する。一般的な土壌処理剤の効果はほとんど

ない。ベンタゾン液剤の効果も低いが、幼植物に対しては一定の効果が認められることから、

帰化アサガオ類が小さいうちに（3 葉期位まで）処理して防除する必要がある。出芽期間が

長く、つるになって絡みつくと機械除草も困難となる。再生力が強く、条件が良いと 2～3

週間でつるになるので、防除も 2～3 週間ごとに行う必要がある。防除手段としては大豆播

種と同時に出芽したものに対しては大豆の 2 葉期以降にベンタゾン液剤を早めに全面処理

する。その後に出芽したものに対しては中耕培土や非選択性茎葉処理剤の畦間処理等を行い、

必要に応じて繰り返す。グルホシネート液剤は大豆の 5 葉期以降に畦間・株間処理ができ、

有効である。水稲の中干し期や刈り後で生育して結実することもある。 

２）ナス科イヌホオズキ等 

ナス科のイヌホオズキ類やホオズキ類は寒さに強く、大豆収穫期でも青々としており、

液果の汁液で大豆の汚損粒が問題となる。イヌホオズキ類の中には温暖地で越冬が観察され

ているものもある。イヌホオズキ類の分類は未だ確立しておらず、詳細な同定は困難である。

種間および種内で除草剤の対する感受性が若干異なるという報告があるが、ベンタゾン液剤

の効果が低いものが多い。土壌処理剤のトリフルラリン、ペンディメタリンが効きにくいが、
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アラクロール、ジメテナミド、リニュロンの効果が高いので、これらの有効成分を含む土壌

処理剤による防除を主とする。後発生した個体に対してはリニュロンの畦間処理による防除

効果が認められている。また、これらは再生力が強いので、機械的防除をする際には十分に

埋没させる必要がある。 

３）キク科オオオナモミ 

オオオナモミは種子が大きく、土壌処理剤の効果はほとんどなく、大型で大豆の上に出

て葉を広げる。ベンタゾン液剤の効果が高いので、大きくならないうちに見逃さないように

処理する。種子に休眠性があり、後発生してくるものについては中耕培土や非選択性茎葉処

理剤等の畦間処理等で対処する必要がある。水稲刈り後の水田で小さいながら開花結実する

こともある。 

４）マメ科アメリカツノクサネム等 

アメリカツノクサネムは 1.5ｍ以上の大型草種で、大豆の上に大きく出る。マメ科の雑草

としてはこの他にもエビスグサや在来種のクサネム等があるが、これらは大豆と同じマメ科

であるので、大豆に害がなくてこれらだけを枯らす選択性のある除草剤の開発は難しい。マ

メ科の雑草は防除技術が確立されていないことから、発生本数が少ないうちに手取りを含め

て徹底防除し、種子生産を防止してまん延を防ぐ必要がある。また、クサネムは水稲作の中

干し期に発生していることも多々ある。 

５）ウリ科アレチウリ 

アレチウリは帰化アサガオ類よりも種子や幼植物が大きく、生育の早いつる性の雑草で

ある。土壌処理剤の効果はほとんどなく、中耕培土でも埋め込むことは難しい。後発生した

ものも大豆の上に這い上がって覆ってしまい、さらにつるとつるが絡み合って、最終的に大

豆を押しつぶしてしまって収穫不能になるケースが見られる。大豆畑への侵入が報告されつ

つあり、最も警戒すべき雑草である。河川に近い水田転換畑で侵入が多い。現時点では、非

選択性茎葉処理剤の効果が高いという情報はあるが、効果的な処理時期などが明らかになっ

ておらず、防除技術が確立されていない。このため、侵入初期の発生本数が少ないうちに手

取り除草によって徹底防除し、種子生産を防止してまん延を防ぐ必要がある。開花期は９月

頃であるが、種内変異もあるので、それぞれの地域で観察する必要がある。 

 

７．おわりに 

大豆作でこのような難防除帰化雑草が増えている背景には、飼料の輸入量の増加、大豆栽

培の大規模化、温暖化や異常気象など、社会的あるいは気象的な要因を含めて様々な要因が

ある。また、大豆作の問題雑草が圃場周辺や水稲刈り後の水田内で生育していることも多い。

防除困難な雑草の大豆作への侵入・まん延を防ぐには、完熟堆きゅう肥の使用、雑草種子の

生産防止のための圃場周辺の雑草防除や侵入初期の徹底防除、輪作体系を通じた防除が重要

である。圃場内は手取りも含めて防除を行っている場合でも、畦畔等の圃場周辺の防除まで

手が回らない場合も多い。しかし、圃場周辺での雑草の種子生産が雑草の拡散を早めている

場合も多い。まん延防止のためには地域全体で協力して、雑草の種子生産を阻害するタイミ

ングでの圃場周辺の防除が重要である。まずは、警戒すべき雑草種を知り、地域全体で雑草

防除に取り組む体制作りをする必要がある。 
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地下水位制御システム(FOEAS)を活用した生産安定技術

平成 24 年 9 月

中央農業総合研究センター

生産体系研究領域 島田信二

１．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。畑作地帯の良好な土壌では大

豆は根系が1.5ｍ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される。

２．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
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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１図)。

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２図)。

第 1 図
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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

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３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４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５図)。

第３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）

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４図 軽微な干ばつ時の外観（中央農研）

第２図
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３．地下水位形成の意味と地下水位制御システム(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、

最近、農業工学研究所と(株)パディ研究所により、地下水位制御システム(FOEAS)が開発され(藤

森 2005、第６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６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。

第５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）
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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

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７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８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。
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第８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)

第９図 低窒素肥沃度圃場における品種と

地下水位制御が収量に及ぼす影響.
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第７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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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９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 10 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 11

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。

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 10 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１１図 土壌の種類と地下水位が大豆の生産性に及ぼ

す影響． （島田ら2011）

（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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５．大豆単収の世界記録からみた多収化の要点

米国ミズーリ州大豆協会が主催した 2010 年度の大豆収量・品質コンテストでは、先進的農家

Kip Cullers 氏によって 1081kg/10a（160.6 bu/acre）の大豆多収世界記録が更新された。物理

性の良い土壌に鶏糞を多投し地力を極めて高めた圃場を涵養し，日本と比べると 2 ヶ月程度の早

播きで日射量を最大限に活かせる作期に多収品種を作付している。さらに、倒伏、養分、水分、

高温、病害虫、雑草等の諸ストレス全てを極力回避したことが超多収の原因である。この値は，

従来，研究者が理論的に予想した単収 800kg/10a を凌ぐ値であり，それを先進的農家が長年の試

行錯誤の結果により大幅に凌駕したことは、作物の生産性向上を考える上で参考になろう。

６．まとめ

水田転作大豆では湿害が大きな課題で

あるが、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

分の供給も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が、FOEAS はその機能を有しているといえる。

大豆の生産性は干湿害に大きく影響されるが、米国の多収事例にみるようにその生産性は極め

て多岐にわたる要因に左右される。土壌水分制御はまず最初の関門であり、より安定多収化を目

指すには、当然ながら肥培管理、病害虫防除、雑草管理など、広範な課題の解決が求められる。

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

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

発展が期待されるため、平成 22 年度より農林水産省委託プロジェクト「水田の潜在能力発揮等

による農地周年有効活用技術の開発 3 系：土壌養水分制御技術を活用した水田高度化技術の開

発」が開始された。水田を単に湛水して利用するだけでなく、地下水位を制御することにより、

より多くの作物を多収、高品質に生産できる高収益な水田輪作体系の確立が期待される。

O2N2

Ｈ2O

生育・収量
の向上

梅雨期の
播種時

梅雨明け後
の播種時

出芽の向上出芽の向上

地下水位面

播種時期

酸素、窒素と水
の安定供給によ
り生育期の窒素
固定の大幅な向
上

干ばつ防止に
よる青立ちの
抑制

（島田ら 2006）

大豆への大豆へのＦＯＥＡＳＦＯＥＡＳのの効果効果

中央農業総合研究センター大豆生産安定研究チーム

O2N2

Ｈ2O

生育・収量
の向上

梅雨期の
播種時

梅雨明け後
の播種時

出芽の向上出芽の向上

地下水位面

播種時期

酸素、窒素と水
の安定供給によ
り生育期の窒素
固定の大幅な向
上

干ばつ防止に
よる青立ちの
抑制

（島田ら 2006）

大豆への大豆へのＦＯＥＡＳＦＯＥＡＳのの効果効果

中央農業総合研究センター大豆生産安定研究チーム
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水田輪換畑の地力問題 

－大豆作付けにより生じる水田土壌の地力低下と有機物資源を活用した対策技術－ 

中央農業総合研究センター 

土壌肥料研究領域 

新良力也 

 

１．はじめに 

近年、各地の転作大豆の収量が低下する傾向を示している。農林水産統計では、水田利

用再編対策が開始された 1978 年からおよそ 10 年間に単位面積あたりの収量が増大した地域

にその傾向がみられる。特に、富山県では、この低下傾向が顕著で、砂質で有効土層の浅い

土壌が広がる地帯であることを考慮して、田畑輪換の長期化に伴う土壌肥沃度の低下が大豆

の収量低下を引き起こしていると推察されてきた（稲原 2006）。 

一方、水稲の生育については、高温気象条件による玄米外観品質の低下現象が問題視さ

れている。その対策技術に関する研究の中で、高温登熟障害は、登熟期間の植物体の窒素

含有率が低いと助長され（近藤 2007）、施肥量の減少と地力の低下が関与している懸念があ

る（松村 2005）。 

 

２．水田土壌の特徴と田畑輪換及び大豆作による土壌の変化 

 水田土壌は、水稲生産のために湛水をすることに

より特徴のある性質が創り出された土壌である（図

１）。藻類の発生による空中窒素固定があり、その遺

体が土壌に付加されて窒素成分が豊富になること、

還元状態でリン酸の有効化が高まること、灌漑水に

伴いカリウムやケイ酸が流入することから、作物生産

性が高く維持される。また、水田では、嫌気的な条

件下で土壌中の有機物分解が全般的に遅れ、一

般に、隣接する畑土壌に比べて、土壌有機物含量

は大きい（犬伏 1994）。  

日本の水田土壌のうち、面積割合として、37%を

灰色低地土、31%をグライ土が占める（和田 1984）。前者は

沖積地の中で地下水位が低い場所に存在するのに対し、

後者は地下水位が高い場所に分布し、強く還元され青灰

色を呈したグライ層を持つ（写真１）。先に、水田では作物

生産性が高く維持されると述べたが、水稲のより高生産をも

とめ、特にグライ土を中心に排水対策は実施されてきた。グ

ライ層は、強い還元状態にあり、硫化水素等の水稲生育阻

害物質が蓄積すること、また、機械の導入が妨げられるほ

ど物理的に軟弱であるために、排水改良対策を必要とした。

しかし、水田は湛水されることを基本としており、畑作物が

求めるほどの通気性を確保できる排水対策はとられておら

撮影者：小原 洋

図１ 水田土壌の特徴 

写真１ 水田土壌断面 

水田土壌の特徴 【畑土壌との比較】

①嫌気的条件となり有機物の分解が遅い。

②藻類の発生により空中窒素固定がある。

③表土中のFeやMnが還元状態で溶けやすくなる。

④メタンCH4の生成 【二酸化炭素CO2】

⑤NH4、N２の生成 【NO3】

⑥硫化水素H2Sの発生：水稲に有害 【硫酸塩SO4】

⑦Pの有効化（可溶性増大）

⑧灌漑水による養分（K、Si）の流入
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ず、大豆栽培に困難が生じていることは周知の事実である。それでも、徐々に、汎用化水田の

整備率が高まったことによる乾田化が進んでいる（福井県農試土壌環境研究グループら 2000、

安西 2000）。 

田畑輪換は、一部地域では、昔から実施され、

以下のような利点、畑作を導入すると、透水性の

改良、過度の土壌還元の防止、土壌窒素の有

効化が生じること、一方で、畑作において生じた

塩基成分の欠乏、有機物の消耗、土壌酸性化、

雑草の増加が、復田することで改善されると言わ

れてきた（図２）。これら田畑輪換の利点を活用し

て、水田の生産性を高めることが期待されるが、

現状は、そうではない。先述した、水田の低い排

水性による大豆栽培の困難さは依然として広く存在し、他方、1978 年を初年度として開始され

た水田利用再編対策により、大豆を導入した田畑輪換が繰り返されてきた現在、田畑輪換の

短所面が顕在化していると考えられる。田畑輪換における畑作の導入による土壌窒素の有効

化、畑作において生じた有機物の消耗を水田に転換して改善できるとは、畑作状態における

有機物の分解消耗が許容範囲内となる場合に限って利点となることを認識する必要がある。 

一般論としては、水田に畑作を導入することで、窒素成分を含む有機物の分解消耗が進む

と言えるが、畑作物の中でも、特に大豆が有機物の消耗を助長しやすいとする研究報告が紹

介されている（有原 2000）。米国においては、トウモロコシ連作に対して、大豆跡トウモロコシ

の窒素吸収量が大きかったが、その後に作付けたエンバクの窒素吸収量が小さくなった圃場

試験がある（Vanotti and Bundy 1995）。メカニズムはほとんど解明されていないが、大豆が土

壌中のやや難分解性の有機物を易分解化し、易分解化した有機物から放出される窒素をそ

の後のトウモロコシが利用できたが、やや難分解性有機物の消耗により、エンバク作付時に窒

素供給が減少したと考えられている。また、施肥や収穫物の持ち出しなどの窒素収支から、大

豆作はマイナス傾向が強いため土壌窒素の消耗につながるとする論議がある（住田ら 2005）。

他の畑作物に対して大豆作が特異的に土壌有機物を消耗させるのか、今後の研究課題であ

る。 

 

３．田畑輪換水田の肥沃度実態 

近年の田作大豆の生産性に関して、2006

年３月にアンケートを実施した。大豆共励会に

おいて優秀な実績をあげられた生産者や生産

組織のリストを添付して、各道府県の担当者を

通して、農業改良普及センター、ＪＡなどに対

象者の選択とアンケート用紙の配布を依頼し

た。このアンケート項目の中に、転換畑大豆の

生育・収量の特徴に関する選択肢を設け、北

海道と１２の県から６１件の回答を得た。結果

は、「小粒化傾向が目立つ」あるいは「当初

は過繁茂になったが、最近では、生育量が

背景．大豆生産性アンケート調査
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①転換当初は、過繁茂・蔓化・倒伏したが、最近、生育量が低下した。
②最近、初期生育の低下が目立つ。
③最近、開花期以降の生育量が少なく、茎葉が畦間を覆わなくなった。
④品種は不変だが、黄化・落葉が数日早くなった。
⑤大粒の割合が少なくなり、最近は大豆の小粒化傾向が目立つ。
⑥現在も旺盛で、顕著な収量の低下はない。
⑦その他

転作当初の大きな
養分放出源が減耗？

田畑輪換履歴と
可給態Ｎ量の
関係調査

北海道と１２県から６１回答、０６年３月

田畑輪換

一部地域では、昔から実施＝利点

畑作を導入すると・・・・透水性の改良、過度の
土壌還元の防止、土壌窒素の有効化

畑作の短所が改善される・・・・塩基成分の欠乏、
有機物の消耗、酸性化、雑草の増加

水田利用再編対策（１９７８初年度）により、実施
せざるを得なくなった。

図２ 田畑輪換の利点 

図３ 大豆生産性アンケート調査結果 
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低下した」を選んだ回答者が約半数に達し、大豆の生育量が低下している状況を裏付けるも

のとなった（図３）。「当初は過繁茂になった」ということから、長期間の水田状態から転換畑状

態に置かれた当初には、酸化された土壌中で有機物の分解促進に伴う大きな養分放出が生

じたが、近年では、そのような蓄積養分の放出が低下していると推察される。 

そこで、農研機構交付金プロジェクト「田畑

輪換の継続による土壌肥沃度の低下要因の

解明と土壌管理を中心にした対策技術の開

発」（平成 18-20 年度）では、まず、窒素肥沃

度に焦点をあてて調査を実施した。生産現地

圃場の調査において、大豆の作付回数が多く

なるにつれて、窒素供給能の指標である可給

態窒素量が低下していることが、はじめにで述

べた富山県内（図４）だけでなく、秋田県内、茨

城県内（図４）、福岡県内（図４）で捉えられ、近

年 の窒 素 肥 沃 度 の低 下 が裏 付 けられた（新 良 ら

2009、西田 2010）。一般的に、畑と比較して水田で

は、作土層の通気が不充分なため、リグニンの主要分解者である糸状菌や生物遺体の細粉化に

大きく寄与する土壌動物の活性、及び O２を必要とする生化学・化学反応の進行速度が小さく、有

機物分解が抑制される（和田 1984）。しかし、田畑輪換を繰り返してきた結果、分解促進状態と

なる頻度が高くなりすぎて土壌中の可給態窒素画分が消耗した実態が捉えられたと考えられ

る。なお、水田利用再編対策の開始以来を見わたすと、汎用化水田の整備が進んだことから、

乾田化による土壌有機物の分解促進が生じて、可給態窒素画分が消耗したことも想定される

が、プロジェクトでは過去十数年の田畑輪換履歴の影響の追跡となった。 

一方、水田土壌への堆きゅう肥施

用量が低下していることを示す調査

結果がある（農林水産省）（図５）。全

国の平均値で見た水田への堆きゅう

肥の施用量は、1970 年代末にかけ

て急減し、現在では 10a あたり 100kg

以下となっている。地力増進法に基

づく地 力 増 進 基 本 指 針（農 林 水 産

省）では、土壌の主要な性質を総合

的に改善するため、水田へのたい肥

等の標準的な施用量として、10 アー

ルあたり、稲わらたい肥 1 トン、牛ふんたい肥 0.3 トン、豚ぷんたい肥 0.15 トン、バークたい肥 1

トンとされている。この標準量に比べて、実態施用量は非常に小さなものである。堆きゅう肥施

用による窒素養分の給源となる有機態窒素の補給量が減少し、田畑輪換の繰り返しによる分

解促進状態となる頻度が高まったことと相まって、窒素肥沃度の低下が顕在化したと推察され

る。 

窒素肥沃度以外についても、現状を懸念させる報告がある。福井県下全域の水田を対象

にした 1997-2000 年の調査では、1974 年以前の調査値に比較して、有効態リン酸量は改善
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図５ 水田土壌への堆きゅう肥施用量の推移

図４ 生産現地圃の畑地化率と可

給態窒素量との関係 
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されていたが、作土深が浅くなっていること、pH6 以上を示す圃場の割合が大幅に低下してい

ることが認められ、深耕と塩基バランスを考慮した資材の施用が必要と指摘されている（福井

県農試土壌環境研究グループら 2000）。作土深と pH の低下をもたらした要因としては、田畑

輪換に伴う大豆作付けが主因でなく、汎用化水田の整備率が高まったことによる乾田化と共

に、資材投入量の減少、耕うんの粗放化があげられている。 

 

４．水田土壌の地力低下に対する有機物資源を活用した対策技術（田作大豆生産性を修

復させる土壌肥沃度管理） 

窒素養分供給は多種の作物生育に大きな影響を及ぼすが、大豆には根粒による窒素固定

があり、窒素の人為投入が容易に顕著な増収効果をもたらすわけではない。一方、水稲に対

してはコメの食味を重視して窒素施肥量が低下している（近藤 2007）。従って、田畑輪換水田

では、窒素肥沃度の改善を目的にした堆肥等有機質資材の投入が広まらないだけでなく、窒

素肥料の投入量も低い状況が続く可能性がある。この現状では、水田として過去に蓄積され

た土壌有機物の分解による養分供給に作物生産が依存し、肥沃度の低下が進んでしまう危

険性がある。大豆が作付けられる田畑輪換水田では、有機物投入を基本に据えた積極的な

“土づくり“が必要と考えられる。有機物の施用効果は図 6 のようにまとめられ、地力増進基本

指針（農林水産省）では、「Ⅰ土づくりのための基本

的 な土 壌 管 理 の方 法 及 び適 正 な土 壌 管 理 の推

進」のなかで、「土壌有機物は、土壌の物理的、化

学的及び生物的性質を良好に保ち、また、可給態

窒素等の養分を作物等に持続的に供給するため

に極めて重要な役割を果たしており、農業生産性

の向上・安定化のみならず、農地土壌が有する環

境保全機能の維持・向上にとっても不可欠である。

一方で、こうした土壌有機物は、徐々に消耗してい

くものであるため、年々の営農の中においてたい肥

等の適正な施用により、これを補給していくことが必

要である。」と有機物施用の必要性がうたわれている。 

先述したプロジェクト研究「田畑輪換の継続による土壌肥沃度の低下要因の解明と土壌管

理を中心にした対策技術の開発」においても、対策技術の中心に有機物資源の活用をあげ

ている。そこで得られた成果を紹介する。 

富山県農業研究所では、特に、緑肥の活用について取り組まれ、ヘアリーベッチ（写真２）

やエンバクをすき込むことで、大豆を導入した田畑輪

換圃場の土壌窒素無機化量を水稲連作圃場と同程

度に維持でき、大豆収量がヘアリーベッチすき込みで

無処理区大豆に対して 38％の増収（2008 年作）となる

結果を得た（廣川ら 2011）。 

福岡県筑後地区では、水稲－麦－大豆－麦の輪

作体系が増加し、大豆作の頻度が高まるにつれ、土

壌の孔隙率の低下、可給態窒素量の低下とともに大

豆 収 量 の低 下 も認 められるようになった（小 田 原 ら

有機物施用効果

主要な因子として、

①、作物養分供給（化学肥料に含まれな
い養分も供給できる）

②、生化学的効果（土壌微生物への炭
素供給）

③、物理性改善（土壌中の孔隙を増や
す）

図６ 有機物施用が土壌に及ぼす

主な効果 

写真２ 緑肥ヘアリーベッチ 
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2012）。そこで、そのような大豆生産性の低下が懸念される生産組合管理圃場に対し、家畜ふ

ん堆肥施用を実施し、大豆収量 20kg/10a、9％の増収（2008 年作）となる結果を得た（図 7、

新良ら 2009）。 

中央農研では、茨城県内にもつ試験場圃場で、過去の大豆作付頻度に応じて低下してい

た可給態窒素量が、飼料イネ作付による堆肥施用や冬期の湛水処理により増大修復できる

効果を認め、後作大豆収量も作付直前の可給態窒素量に応じて微増する傾向を得た（図

８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、田畑輪換における土壌肥沃度管理の基本となる適切な水田比率について、東北

農業研究センター（大仙キャンパス）で検討された。畑作状態の可給態窒素の減耗速度と水

田状態の蓄積速度から、窒素肥沃度の維持向上には、稲わら堆肥連用下で５年に３年は水

田とすべきと試算された（西田 2010）。 
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大豆の加工適性関連形質 

 

                            作物研究所 畑作物研究領域 

大豆育種研究分野  羽鹿 牧太 

 

１．はじめに 

 国産大豆の多くは食品用に用いられており、その用途は豆腐用が多い。また輸入を含めた

全食品用でも豆腐・油揚げが半分を占めており、残りは味噌・醤油、納豆などとなっている。

比較的価格が高い煮豆は国産大豆の占める割合が高く、価格が低い味噌・醤油などは国産大

豆の割合が低くなっている。 

 

 

 国産大豆は海外産に比較して高品質で、相対的に高値で取引されてきたが、近年輸入大豆

の品質が向上し、その地位が揺らいでいる。そこで加工品質関連成分の解明とその結果に基

づくさらなる高品質品種の育成が急務となっている。 

 一方、大豆の消費は納豆・豆乳がやや増えたもののここ 20 年間は横ばい状態で、需要拡大

のためには新たな用途開発が不可欠となっている。需要拡大を目的として、1990 年代から成

分を改良した新規形質品種が次々に育成されたが、特性を活かした用途開発が進まず、実際

の作付面積は大きくない。 

本講義ではこうした品質をめぐる現状と課題について、これまでの研究成果と今後の展望

をまじえて紹介する。 

 

 

２．豆腐加工適性関連形質の解明 

 豆腐はタンパク質のゲルであり、従来高タンパク含量の大豆は豆腐加工適性が高いとされ

てきた。また貯蔵タンパク質の研究から、S-S 結合を形成するシステイン含量が高い 11S が

堅い豆腐を形成することが明らかになっている。このため、高タンパクで高 11S の大豆品種

が豆腐に向いていると考えられてきた。しかし、高タンパク質の大豆でも必ずしも堅い豆腐

ができないことケースも少なくなく、この要因の解明が求められている。 
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① 最大破断応力と凝固剤濃度 

通常の豆腐製造現場では、高濃度

では苦みが生じるため 0.25%濃度の

にがりが使用される。しかし実際に

はさらににがり濃度を高くすること

で、より堅い豆腐が得られる。にが

りの濃度を徐々に高めて得られる凝

固剤と堅さの関係はタンパク含量が

同一の大豆でも品種や栽培地によっ

て異なっており、これが 0.25%のに

がり濃度下での蛋白含量と豆腐の硬

さの相関が低い原因であることが明

らかとなっている。またにがりを高

くして得られる最大破断応力は蛋白含量と相関が高い。 

 

② 子実中のミネラル成分と破断強度 

大豆の子実中には凝固剤の成分

と同じカルシウムやマグネシウム

が豊富に含まれている。特にカル

シウム含量は変異が大きく、極端

に子実中のカルシウム濃度が低い

場合はタンパク含量と豆腐の硬さ

の相関が低い。またカルシウム含

量が高い大豆はタンパク含量との

相関が比較的高いが、カルシウム

含量が低い大豆は相関が低い。こ

のことから、子実中のカルシウム

は凝固剤の補完の役割を持つと考

えられる。 

 

③ フィチン酸の豆腐の硬さの関

係 

大豆には豊富にリンが含まれ、

このうち多くがフィチン酸として

存在している。フィチン酸にはキ

レート作用があり、金属イオンを

トラップする。フィチン含量と豆

腐破断応力はカルシウム含量によ

り異なり、カルシウム含量が高い

場合はフィチン含量と相関が低
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く、破断応力も高い傾向にある。 

これらのことからフィチン酸は凝固剤中の Mg イオンなどをキレート作用でトラップし

て、働きを阻害すると考えられる。 

 

④豆腐加工適性の高い品種の育成の方向 

 以上のことから、豆腐加工適性の高い品種の育成には、タンパク含量・カルシウム含量が

高く、フィチン酸含量が低い品種の育成が必要である。11S については低 7S 系統の豆腐加工

適性の検討から極端に高い場合は凝固が急速に進み、加工適性が不安定になるので、「やや

高」程度にしておく必要がある。 

 なお、カルシウム含量が高ければフィチン酸含量の影響を受けにくいので、当面は高カル

シウム品種の育成が育種目標となる。 

 

３．成分改変ダイズの開発 

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、
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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。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 品種が見つかってお

り、品種育成が進んでいる。 

 また豆乳の消費が拡大するにつれ新たなタイプのアレルギー（クラスⅡ）も問題となって

いる。粘膜からの直接体内に入り込むクラスⅡのアレルゲンは Glym4 などいくつか見つかっ

ているが、育種的な対応はまだ始まったばかりである。 

 

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。「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

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
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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。 

 

⑦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

ム含量は高い傾向にある。 

 またカルシウム含量には品種間差異があ

り、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。 

 

⑧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

マーカーが開発されている。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、「作系 109 号」など「フクユタカ」より 15-30%程度カド
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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」など国内のほとんどの品種は低グループに含まれるが、一部の品種は中～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。 

 

⑨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。 

 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

トとなっていくと思われる。 

 

⑩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
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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。 

 

４．大豆の新たな用途開発を目指して 
 前述のように大豆の消費は横ばい状態である

が、大豆には主食の米・麦には少ない良質なタ

ンパク質や脂肪が多く含まれ、またイソフラボ

ンなどの機能性成分も豊富に含まれている。こ

のため大豆の消費を拡大することは国民の健康

な食生活の維持・向上のためにも重要である。

しかし食生活の変化などから、味噌や豆腐など

の伝統的食品の消費を画期的に増加することは

困難と見られ、新たな大豆食品を開発して新規

市場を開拓することが不可欠である。 

 一方近年成分改変大豆や子葉色緑の緑大豆な

ど新たな形質を持つ品種が育成されてきた。また小粒の黒大豆、緑大豆などの育成系統が出

てきている。こうした新たな特性を活用することで従来の品種では対応できない新たな用途

の開発が期待される。 
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近年の大豆育成品種一覧（昭和６３年以降）

品　種　名
育成年
度

育成地 主　要　特　性 適　　　地
作付面積
(ha)H21

備　　　考

トヨコマチ 1988 十勝農業試験場
中生の早、中の大粒、短茎、耐冷性やや強、線虫抵抗性強、臍周辺着色抵抗性強、耐
倒伏強、中蛋白・低脂肪、収量安定性高。

道央中北部、十勝、網
走

1,250

スズマル 1988 中央農業試験場 中生、子実は球形で小粒、ｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ弱、納豆加工適性有、 道央及び道南部 3,482 北海道の代表的な納豆用品種

オオツル 1988
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

中生の晩、子実は扁球で大粒、煮豆・味噌加工適性良 近畿 2,869

ツルムスメ 1990 中央農業試験場 中生、子実は扁球で極大、ダイズわい化病抵抗性やや強、強茎、豆腐加工適性有 道央及び道南部 414

トモユタカ 1990 東北農業研究センター
中生の早、子実は楕円体で中粒、種皮の色は黄白、臍色は黄、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ、ﾀﾞｲ
ｽﾞｼｽﾄｾﾝﾁｭｳとも抵抗性強、耐倒伏性、豆腐加工適性良

山形 －

ニシムスメ 1990
九州・沖縄農業研究セン
ター

中生の晩、子実は球形で中粒、ｳｲﾙｽ病抵抗性強、耐倒伏性強、豆腐加工適性良 近畿・中国 －

カリユタカ 1991 十勝農業試験場 中生、中の大粒、短茎、黒根病抵抗性強、耐倒伏強、裂莢性難、中蛋白・低脂肪、良質
十勝、網走内陸および
道央

-

アヤヒカリ 1991
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

中生、子実は楕円体で大粒、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、蛋白質含量高 東山（長野） －

大袖の舞 1992 十勝農業試験場
中生、子実は臍色黄、種皮色緑、大の小粒、短茎、線虫抵抗性強、耐倒伏強、低蛋白、
良質多収、米菓用適、枝豆用適。

十勝、網走 349

ゆめゆたか 1992 作物研究所
中生、扁球の中粒、モザイク病抵抗性強、シストセンチュウ抵抗性強、中蛋白・中脂肪、
ﾘﾎﾟｷｼｹﾞﾅｰｾﾞのＬ－２及びL-3を欠失し青臭みが少ない、豆乳用適、新規用途用適

関東 －

トヨホマレ 1994 十勝農業試験場
中生、中の大粒、短茎、耐冷性強、耐倒伏強、難裂皮、臍周辺着色抵抗性強、中蛋白・
低脂肪。

網走、十勝の山麓・沿
海、道央の一部

599

リュウホウ 1995 東北農業研究センター
中生の早、子実は楕円体で中の大粒、種皮の色は黄白、臍色は黄、ﾀﾞｲｽﾞｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ
抵抗性強、耐倒伏性やや強、豆腐加工適性有

秋田、山形 11,411

鈴の音 1995 東北農業研究センター
早生の晩、子実は球形で小粒、種皮の色は黄で臍は黄、耐倒伏性強、納豆加工適性
有、コンバイン収穫適性有

岩手 －

ギンレイ 1995
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

中生の晩、子実は球で大粒、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、耐倒伏性、味噌加工適性有 長野 210

いちひめ 1996
九州・沖縄農業研究セン
ター

中生の早、子実は扁球で中粒、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性強、耐倒伏性強、ﾘﾎﾟｷｼｹﾞﾅｰ
ｾﾞ全欠失

東北南部、関東北部 －
大豆の青臭みの原因酵素リポキシゲ
ナーゼを欠失した世界初の品種

さやなみ 1997
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

中生の晩、子実は球で大粒、ﾀﾞｲｽﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、耐倒伏性、味噌加工適性有 近畿中国（島根） －

91



品　種　名
育成年
度

育成地 主　要　特　性 適　　　地
作付面積
(ha)H21

備　　　考

ほうえん 1997
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

中生、子実は球で大粒、ﾀﾞｲｽﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、耐倒伏性、豆腐加工適性有 長野 －

玉大黒 1997
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

中生、丹波黒系の黒大豆、子実は球形で極大粒、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、粒大・収
量とも｢信濃早生黒｣に優る

群馬、埼玉、長野、栃
木

18

ハヤヒカリ 1998 十勝農業試験場
中生の早、子実は臍色暗渇、球形の中粒、短茎、耐冷性強、耐倒伏強、裂莢性難、難
裂皮、低蛋白・中脂肪、豆腐、納豆、煮豆、味噌、もやしに適

十勝山麓・沿海、網
走、上川、留萌

191

いわいくろ 1998 中央農業試験場
中生、子実は扁球で極大、ダイズわい化病抵抗性やや強、種皮色・臍色とも黒、煮豆加
工適性有

道央及び道南部 1,691

おおすず 1998 東北農業研究センター
中生の早、子実は扁球で大粒、種皮の色は黄白、臍色は黄、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性
中、耐倒伏性強、多収、煮豆・豆腐加工適性良

青森、秋田 4,772

タママサリ 1998
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

晩生の早、子実は球形で大粒、耐倒伏性、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、立枯性病害と紫
斑病に強、全糖含量高、味噌・煮豆加工適性に優れる

兵庫 －

すずこがね 1998
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

中生、子実は大粒の小、耐倒伏性、裂莢性中、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、紫斑病強、蛋
白含量中、豆腐加工適性良

鳥取 13

たまうらら 1999 東北農業研究センター
中生の早、子実は球で大粒、種皮の色は黄白、臍色は黄、裂皮性やや難、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸ
ｳｲﾙｽ抵抗性中、耐倒伏性強、煮豆・豆腐加工適性良

栃木 －

ハタユタカ 1999 東北農業研究センター
晩生の早、子実は扁球で大粒の小、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、煮豆・豆腐加工適性ともに適

茨城、群馬 275

あやこがね 1999
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

中生の晩、子実は球形で大粒、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、耐倒伏性、豆腐・味噌加工
適性有(｢ｴﾝﾚｲ｣並)

宮城、新潟、福井、山
梨、長野

1,508

エルスター 2000
九州・沖縄農業研究セン
ター

晩の早、子実は扁球で中粒、ﾀﾞｲｽﾞｳｲﾙｽ病圃場抵抗性強、紫斑病抵抗性強、粗タンパ
ク含量高、ﾘﾎﾟｷｼｹﾞﾅｰｾﾞ全欠失

九州及び西南暖地 18

ユキホマレ 2001 十勝農業試験場
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

9,488

ゆめみのり 2001 東北農業研究センター
中生の晩、中粒の小、種皮の色は黄白、臍色は黄、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）

－ 世界初の低アレルゲン大豆

すずこまち 2001
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

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 －

サチユタカ 2001
九州・沖縄農業研究セン
ター

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

3,912 収量・蛋白含量が高い有望品種

ユキシズカ 2002 十勝農業試験場
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

1,595 　

ふくいぶき 2002 東北農業研究センター
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）

153
骨粗鬆症、ガン予防などの機能性を
持つイソフラボンの含量が高い有望
品種
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育成年
度

育成地 主　要　特　性 適　　　地
作付面積
(ha)H21

備　　　考

青丸くん 2002 東北農業研究センター
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） 24

関東100号(作
系4号)

2002 作物研究所
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 －
根粒超着生の形質を持ち普通品種並
みの収量性を示す世界初の品種

すずおとめ 2002
九州・沖縄農業研究セン
ター

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 166 暖地向けの初の小粒納豆用品種

キヨミドリ 2002
九州・沖縄農業研究セン
ター

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 29

すずさやか 2003 東北農業研究センター
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） 530

つぶほまれ 2003
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

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 92

すずかおり 2004 東北農業研究センター
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 61

つやほまれ 2004
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

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 －

クロダマル 2004
九州・沖縄農業研究セン
ター

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 18 暖地向けの初の黒大豆育成品種

トヨハルカ 2005 十勝農業試験場
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

1,062

きぬさやか 2005 東北農業研究センター
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 391
リポ欠・サポ欠なのですっきりした風
味の豆乳の製造が可能

ゆきぴりか 2006 十勝農業試験場
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

71

タチホマレ 2006
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

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） －

ことゆたか 2006
九州・沖縄農業研究セン
ター

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 276

タマフクラ 2007 中央農業試験場 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 89

すずほのか 2007 東北農業研究センター
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 82

なごみまる 2007 作物研究所
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 20
ゆめみのりと同じ蛋白組成を持つ実
用品種
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すずろまん 2007
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

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 55

里のほほえみ 2008 東北農業研究センター
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

山形 －

あやみどり 2008
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

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 1

ユキホマレR 2009 十勝農業試験場
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 -
ユキホマレにシストセンチュウ高度抵
抗性を導入した系統

ななほまれ 2009
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

晩生の早（ﾀﾏﾎﾏﾚ並熟期）、タ子実は球形で中の大粒（マホマレよりやや小粒）、蔓化少
ない、耐倒伏性、蛋白含量低、貯蔵タ蛋白質のうち11S成分をを欠失し7S成分含量が
多い

近畿、中国、四国 －
中性脂肪低減効果が期待される7S成
分が多い品種

すずかれん 2009
九州・沖縄農業研究セン
ター

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、納豆適性適

九州 －

フクミノリ 2009
九州・沖縄農業研究セン
ター

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 －
ハスモンヨトウ抵抗性をフクユタカに
導入した品種

シュウレイ 2010
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

耐倒伏性、エンレイよりやや晩、蛋白含量高、モザイク病抵抗性 北陸 －

華大黒 2011
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

中生（玉大黒並熟期）、丹波黒系の黒大豆、子実は楕円体で極大粒（玉大黒より小さ
い）、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性

南東北、北陸、関東、
東山

－

はつさやか 2011
近畿中国四国農業研究
センター

中生の早、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

近畿、中国 － 四国1号

あきまろ 2011
近畿中国四国農業研究
センター

晩生、中粒、蛋白含量低、SMV抵抗性、味噌加工適性良 近畿、中国、四国 － 四国3号

ゆめのつる 2011 道総研　中央農業試験場
極晩生、極大粒、シストセンチュウ抵抗性、多収、裂皮少、わい化病やや強、茎疫病圃
場抵抗性、煮豆、納豆適性良

北海道南部 －

とよみづき 2012 道総研　十勝農業試験場
中粒、やや早、SCN強、わいか病抵抗性やや強、難裂莢性、開花期低温抵抗性強、豆
腐加工適性高、裂開粒発生少ない

北海道 十育249号

東山217号 2012
長野県野菜花き試験場
（旧）中信農業試験場

中生の晩（タチナガハよりやや晩熟）、子実は球形で大粒、蛋白含量高、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、最下着莢高はタチナガハより高い、長葉

南東北、関東、東山 －

くろさやか 2012
九州・沖縄農業研究セン
ター

やや晩生、多収、中粒の黒大豆、リポキシゲナーゼ完全欠、お菓子用 中国地方以南の温暖地 － 九州164号
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平成24年度農政課題解決研修 

（革新的農業技術習得支援事業） 

大豆の高品質・安定生産技術及び加工適性について 
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