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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 



2 
 

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。

病斑を切ると菌泥が

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。 

 病斑を切ると菌泥が

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 
濡れていると葉が褐色

に溶けた様子。 
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 
全身 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                 細菌病の確認法：菌泥の噴出 

 

 

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、顕微鏡で細菌の溢出を確認する。 

罹病種子と罹病茎葉が伝染源である。このため、健全種子を用いることと連作しないこと

が重要である。自然開口部や傷口から侵入するので、台風などの風雨の後に急に発生が多く

なる。ボルドー液やバリダマイシン液剤を予防的に散布するのが有効である。 



6 
 

    

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に
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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水和剤の種子

粉衣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

聞かない。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

一度くらい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（１

mm 以下）が下位葉の葉裏に形成される。小斑点はあまり大きくならず、その中に１個～数

個のドーム状の隆起（夏胞子堆）が形成され、やがて頂部が開口し夏胞子が放出される。こ

の時までは病斑の周囲は黄色にならない。古い病斑になると夏胞子堆の色が黒褐色になる。

しだいに病斑数が多くなり、上位葉でも病斑が認められるようになる。ひどくなると葉が黄

化し、小葉節から早期落葉する。 

伝染源は夏胞子である。宿主範囲が広く、クズ、ツルマメでは非常によく増殖する。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、本病の

発生時期が早まり、被害が起きる頻度が高くなることが懸念される。 

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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 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。発生初期に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灰白色

の菌糸層が形成され、そこに卵胞子が多数観察される。 

 品種間で発生量に違いが大きい。伝染源は罹病種子なので（稲葉、1979）、健全種子を使

用する必要がある。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)       べと病に罹った黒大豆 

 

 

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

害の中でも苗立ち不良は症状がよく似ているので、診断には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は苗立ちが悪く湿害と総称され

ているが、ピシウム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（清水・児玉、2010）。圃場に高低差が

あり、出芽不良になった部分から種子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ず、中の子葉は柔らかく腐敗している

（Kato ら、2013）。 

 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水の縦浸透、明

渠や圃場の傾斜化による表面水の速やかな除去などにより、圃場排水をよくすることは最

も重要である。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

キソニル・メタラキシル M 水和剤の種子塗沫処理が有効である。 
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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

い病斑部に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 日

室温で静置すると、40 倍程度の実体顕微鏡下で卵形の遊走子のうを確認するか、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してもよ

い。これらの器官は後述の黒根腐病や白絹病などの他の立枯性病害では形成されない。しか

し、幼苗期に遊走子のうや卵胞子が確認されても、Pythium 属菌による苗立枯病の場合も

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。必ずしも典型的な壊死

斑を形成するわけではなく、普段より早く黄化・落葉する場合もある。このような場合では、

黒根腐れ病の発生に気づかず、減収している可能性がある。診断のポイントは、地際部直下

の茎や根がやや赤みを帯びた黒褐色になることである。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、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。播種後ただちに感染株が生じ、その数は次第に

増加する。黒根腐病菌は根と地際部以外の部分に侵入しない(西、1999)。生育後半の葉の病

徴は黒根腐病菌の毒素によるものと考えられている。宿主作物が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言われてい

るが、実態はよくわかっていない。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
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ある。品種間で抵抗性に差があるが、罹病しないものは見つかっていない。黒根腐病に対し

て効果のある殺菌剤があり（仲川、2007）、現在チアメトキサム・フルジオキソニル・メタ

ラキシル M 水和剤の種子塗沫剤が登録されている。冬期湛水や晩播で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

件で良く発生するが、少雨でも多発することがある。排水のよい砂質土壌でよく発生する。

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、地表面上あるいは直下に前作の麦稈があ

ると発病を助長する。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ので、常発圃場では中耕培土を控える必要があ
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る。湛水処理により被害を軽減でき、その効果は有機物施用の併用により高まる（仲川、

1999）。トリクロホスメチルの土壌潅注やフルトラニルの株元散布も効果がある。 

 

     
白絹病による幼苗の萎れ株              白絹病による立枯れ（白い菌糸と褐色の菌核） 
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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。 

 

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。
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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、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。除草必要期間の目安として大豆の草高と畦間の比

がある。草高が畦間の幅と同じになる時期に内部の相対効量子速密度は 50%となる。大豆の生

育が順調な場合はこれ以降に出芽した雑草の生育は遮光によって著しく抑制されるため、大

豆の草高が畦間の幅と同じになるまでが除草必要期間となる。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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
耕起・整地 →収穫 

非選択性 

茎葉処理剤 

図 1.耕起栽培を例とした基本的な除草体系と大豆と雑草の生育の概念図 

雑草 

大豆 

＊

＊一部 畦間・株間処理, 塗布処理 
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豆が斉一に出芽し、地表面が完全に草冠で遮光されることを前提とした日数である。現実に

は湿害、乾燥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、播種前に生育している雑草の防除（耕起あるいは非選択性

茎葉処理除草剤）、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
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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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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、2013 年 8 月 20 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－播種前に生育している雑草の枯殺－ 

大豆播種前にすでに発生している雑草は完全に防除する必要がある。耕起は丁寧に行い雑

草を埋没させ、再生を防ぐ。すでに耕起で埋没できないほど生育している雑草に対しては非

選択性茎葉処理除草剤の耕起前処理が有効である。不耕起播種栽培では非選択性茎葉処理除

草剤の使用が不可欠となる。播種後大豆の出芽前までに処理できる薬剤が多い。非選択性茎

葉処理除草剤は、数種が販売されているが、それぞれ効果完成までの速さや移行性に特徴が

あるので、発生雑草種に応じて選択する。 

非選択性茎葉処理剤の 2 種類の混合剤であるグリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフ

ルフェンエチル水和剤は、広葉雑草に効果が高く速効性成分のピラフルフェンエチルと根ま

で移行して枯らすグリホサートイソプロピルアミン塩の混合剤で、帰化アサガオ類などにも

効果が高いとされている。 

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（ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く）」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
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だし植物残渣は地表面環境の不均一性を拡大させ、除草剤の効果の不安定性が増す。また、

植物残渣による水分条件等の地表面環境の緩和が雑草の生育を助長する事例もある。 

同一の有効成分の除草剤を連用するとそれに対して効果の低い草種が次第に増加し、さら

に抵抗性を有する変異型（除草剤抵抗性バイオタイプ）が出現するリスクが生じる。このた

め、成分の異なる剤を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、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、メーカ
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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 

ベ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、グ

ルホシネート P 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および落葉終期処理 

 大豆の着莢期以降、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、大豆落葉終期～収穫 14 日前までに生育している雑草にグリホサート

カリウム塩を処理する方法が登録された。いずれも使用上の注意事項を十分理解して使用す

る必要がある。これらの処理によって、残存雑草の手取りと搬出という重労働が削減でき

る。塗布処理のタイミングとしては、当年の収穫作業の阻害回避だけでなく、翌年以降の埋

土種子低減のため、種子生産開始前に処理するとよい。 

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。 
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８）その他 

 この他、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。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、

不作付期間や他の作物が栽培されている期間においても総合的に防除する研究、たとえば、

冬季の管理方法、耕起時期や不耕起、湛水の利用が研究されている。 

 

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、

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
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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、土壌処理除草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（写真 9）。ベンタゾン液剤の効果が高いので、見逃さないように大きくなら

ないうちに処理する。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

択性茎葉処理除草剤等の畦間処理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、ベンタゾン液剤の効果も期待できず、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と考えられる。クサネムに関しては、土壌表面に落下した

種子を冬期間そのまま放置すると硬実による休眠が打破されることが明らかになった。種子

の休眠が打破することで埋土種子を減らしたり、大豆生育期の発生を抑制する栽培管理方法

の開発につながると考えられ、今後の研究の進展が期待される。 

マメ科の雑草が発生してしまった場合には、現在のところ、効果的な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非選択性茎葉処理除草剤の畦間処理や手取りを

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。特定外来生物に指

定されており、試験研究をするのにも許可がいるため、現場での生態の観察や防除試験が非

常に重要となる。宮城県等でベンタゾン液剤や非選択性茎葉処理剤の処理時期と効果、大豆

の生育と出芽特性などが調査されている。防除技術については研究段階であるため、侵入を

防止し、侵入してしまった場合には、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・省力化、温暖化や異常気象など、社会的あるいは気象的な様々な要因がある。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が重要である。まずは警戒情報の共有化によって警

戒すべき雑草種を知り、地域全体で雑草の警戒、防除を行う体制作りをする必要がある。 

さらに、現在の防除方法で防除できない場合（作業体系として時間的に無理がある場合や

効果が不安定な場合も含む）、どうすれば効果的で生産者に受け入れられる技術になるのかを

具体的にかつ積極的に提案していく必要がある。現場では地域に適する防除体系を組み立て
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て実践し、どこに問題があるのかを把握する。試験研究機関では諸外国の例も参考にして（例

えば、アメリカではベンタゾン液剤の全面処理 2回が認められている）、新しい技術の基礎的

試験データの蓄積を行い、両者が連携して、生産者に受け入れられる新しい対策技術を開発

していく必要がある。 
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大豆生産圃場の地力向上対策

－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 撮影者：小原 洋

水田土壌の特徴 【畑土壌の場合】

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

図１ 水田土壌の特徴
写真１ 水田土壌断面
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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（安西 2000、伊森ら 2002）。

田畑輪換は、一部地域では、昔から実施され、

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

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

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

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

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

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

介されている（有原 2000）。米国においては、トウモロコシ連

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

試験がある（Vanotti and Bundy 1995）。メカニズムはほとん

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

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

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

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

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

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

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

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

田畑輪換

一部地域では、昔から実施＝利点あり

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

復田すると・・・・畑作の短所（塩基成分の欠乏、
有機物の消耗、酸性化、雑草の増加）が改善

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。
された水田利用再編対策により、

の短所面が顕在化していると考

効化、畑作において生じた有機

る有機物の分解消耗が許容範

。

を含む有機物の分解消耗が進む

長しやすいとする研究報告が紹

作に対して、大豆跡トウモロコシ

窒素吸収量が小さくなった圃場

ど解明されていないが、大豆が土

有機物から放出される窒素をそ

消耗により、エンバク作付時に窒

持ち出しなどの窒素収支から、大

とする論議がある（住田ら 2005）。

せるのか、今後の研究課題であ

トを実施した。大豆共励会におい

て、各道府県の担当者を通して、

紙の配布を依頼した。このアンケ

図２ 田畑輪換の利点
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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

き
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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
化された土壌中で有機物の分解促進に伴う大

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

。

そこで、農研機構交付金プロジェクト「田

輪換の継続による土壌肥沃度の低下要

の解明と土壌管理を中心にした対策技術

開発」（平成 18-20 年度）では、まず、窒

肥沃度に焦点をあてて調査を実施した。

産現地圃場の調査において、大豆の作

回数が多くなるにつれて、窒素供給能の

標である可給態窒素量が低下しているこ

が、はじめにで述べた富山県内（図４）だけ

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

的に、畑と比較して水田では、作土層の通気が不

菌や生物遺体の細粉化に大きく寄与する土壌動物

応の進行速度が小さく、有機物分解が抑制される（

た結果、分解促進状態となる頻度が高くなりすぎ

が捉えられたと考えられる。なお、水田利用再編

の整備が進んだことから、乾田化による土壌有機

消耗したことも想定されるが、プロジェクトでは過

った。

一方、水田土壌への堆きゅう肥施用量が低下し

省）（図５）。全国の平均値で見た水田への堆きゅ

し、現在では 10a あたり 100kg 以下となっている

農林水産省）では、土壌の主要な性質を総合的に

図３ 大豆生産性アンケート調査結果

可
図４ 生産現地圃の畑地化率と
付けられた（新良ら 2009、西田 2010）。一

充分なため、リグニンの主要分解者である糸

の活性、及び O２を必要とする生化学・化学

和田 1984）。しかし、田畑輪換を繰り返して

て土壌中の可給態窒素画分が消耗した実

対策の開始以来を見わたすと、汎用化水

物の分解促進が生じて、可給態窒素画分

去十数年の田畑輪換履歴の影響の追跡と

ていることを示す調査結果がある（農林水

う肥の施用量は、1970 年代末にかけて急

。地力増進法に基づく地力増進基本指針

改善するため、水田へのたい肥等の標準

給態窒素量との関係
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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

した

窒

にし

され

るこ

200

なく

粗放
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窒

があ

して

では
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が依
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物投
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「Ⅰ
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好に
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きゅう肥
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

と推察される。

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

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

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

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（伊森ら

2）。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

、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

化があげられている。

．水田土壌の地力低下対策技術（有機物資源の活用と土壌酸性化対策）

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

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

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

、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

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

壌有機物の分解による養分供給に作物生産

存し、肥沃度の低下が進んでしまう危険性があ

大豆が作付けられる田畑輪換水田では、有機

入を基本に据えた積極的な“土づくり“が必要

えられる。有機物の施用効果は図 6のようにまと

れ、地力増進基本指針（農林水産省）では、

土づくりのための基本的な土壌管理の方法及

正な土壌管理の推進」のなかで、「土壌有機

、土壌の物理的、化学的及び生物的性質を良

保ち、また、可給態窒素等の養分を作物等に

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５ 水田土壌への堆きゅう肥施用量の推移
図６ 有機物施用が土壌に及ぼす
主な効果
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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。
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図７ 大豆収量に及ぼす牛ふん
土壌有機物の減耗を補い地力窒素を維

肥の施用が有効と考えられる。中央農業

ふん堆肥施用試験を実施したところ、初

育と子実収量が大きく低下した（図７）。こ

豆に対して、牛ふん堆肥の施用が、大豆

と根粒による空中窒素固定量の合計量）

期間中に土壌中で無機化し大豆へ供給

価した（図８）。5 月初めから大豆の子実肥

肥2kg/m2の施用で1.0g/m2増大し、牛ふ

きた。また、堆肥の施用は、それに伴う大

量の増大よりも少しだけ大きくさせており

なく、根粒の空中窒素固定活性をも高め

012）。

福岡県筑後地区では、水稲－麦－大豆

につれ、土壌の孔隙率の低下、可給態窒

うになった（小田原ら 2012）。そこで、その

圃場に対し、毎年、1.5t/10a の家畜ふん

肥施用の効果
図８ 土壌中の無機化窒素量と大豆の同化
持向上させる肥培管理として、まずは、家畜ふん

総合研究センターの水田圃場において大豆への

作大豆に比べて連作した２年目と３年目の大豆の

の試験では、生育量の低下した２年目と３年目の

の同化窒素量（土壌から根を経て吸収される窒素

を高め子実収量を改善した。この３連作目の作付

可能となる窒素量について、反応速度論的手法で

大終了期（10 月 5 日）までの供給可能窒素量は、

ん堆肥施用により地力窒素が向上することを確認

豆の同化窒素量の増大を、土壌の窒素無機化供

、土壌から根を経て吸収される窒素量の増大だけ

る効果をもたらしたと考えられる（Nira・Hamaguchi

－麦の輪作体系が増加し、大豆作の頻度が高ま

素量の低下とともに大豆収量の低下も認められる

ような大豆生産性の低下が懸念される生産組合管

堆肥施用を実施し、土壌の可給態窒素量が高ま

素量の推移に及ぼす牛ふん堆肥施用の影響

Kouryu-1
タイプライターテキスト
30



り大豆収量 20kg/10a、9％の増収（2008 年作）となる結果を得た（図９、新良ら 2009）。

家畜ふん堆肥を入手しがたい地域では緑肥の活用が考えられる。富山県農業研究所では、

田畑輪換圃場で水稲栽培後に、ヘアリーベッチ（写真２）やエンバクを播種し大豆作付け前に

すき込む試験が実施された。ヘアリーベッチ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）。

さらに、東北農業研究センターでは、稲わら堆肥 10 アールあたり 1.5 トンを 18 年間連用し

た圃場において、稲わらたい肥の施用効果とともに、水稲を連作して増加する可給態窒素量

と大豆を連作して減少する可給態窒素量の比較解析に基づき、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言及され、可給態窒素量を維持するために稲

わら堆肥連用下で大豆２作に対し水稲 3 作が必要と実証されている（西田 2010）。

一方、土壌の酸性化対策としては、基本技術としての石灰資

において、石灰資材の散布により大豆の収量と根粒のアセチレ

報告されている（坪内・斉藤 2010）。また、秋田県南部におい

熔燐が施用されると、資材施用のない慣行的管理の水田よりも

可給態リン酸量が大きくなることが認められ（Nishida ら 2013）、

用の重要性が示されている。
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図９ 福岡県Ｈ生産組合圃場における

堆肥連用の有無が土壌可給態窒素量

と大豆収量に及ぼす効果

牛ふん堆肥 1.5t/10a/年を 2005 年から連用、

少なくとも 2005 年以降、水稲・麦・大豆の輪作

体系が基本．①～⑤2008 年調査、⑥⑦2007
材の散布が考えられ、福井県

ン還元活性が改善する事例が

ては、大豆作時に苦土石灰や

高ｐH で交換性陽イオン量や

大豆作時の標準的な資材施

写真２ 緑肥ヘアリーベッチ
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Ⅰ．日本と海外の大豆の動向 

（１）日本のダイズの生産動向 

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

豆の増加につれ、一時 10 万 ha を割り込むまで減少した。その後大豆の本作化等の奨

励施策が実施された結果徐々に回復し、平成 15 年には約 15 万 2 千 ha にまで回復し

た。その後やや減少したものの 14 万 ha 前後で推移している。 

 ダイズの作付面積は東北、九州、北海道で多いが、転換畑での作付が多いこともあって、

全国的に作付けされている。単収は北海道、関東、九州で高く、北陸、近畿・中国で低く

なっている。九州地域は数年に一度の低収年の影響が大きい。 

 

 

 我が国のダイズ平均収量は 160～170kg/10a 程度と世界平均の 250kg/10a と比較して大き

く劣っている。この原因としては品種の収量性だけでなく、冷害、台風、長雨などの気象

災害、茎疫病やハスモンヨトウなど病虫害、雑草害、刈り遅れ・収穫ロスなどが挙げられ

る。国産大豆のさらに大きな問題としては反収の年次変動が大きいことが挙げられる。

全国平均単収は平成 12 年は 192kg/10a に達したが、平成 16 年は冷害・台風害等により

119kg/10a と大きく低下し、国産大豆の供給不足・価格高騰により実需者離れを引き起

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

おり、緊急に対策を講じることが求められている。 

 一方、我が国の大豆の需要量は約 400 万ｔで、近年減少傾向にある。そのうち食料

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

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

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

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

全体では 5%前後である。 

 2010 年 3 月に閣議決定された「新たな新たな食料・農業・農村基本計画」では、平成

2008 年の 26 万トンから 2020 年には 60 万トンへ大豆の生産を拡大することとなった。

この目標の達成のためには作付け面積の拡大だけでなく、収量水準を 178kg/10a から

201kg/10a へと向上することが必要である。このため新品種育成や新たな栽培技術の開
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発など大豆の技術開発に対する期待は大きい。 

 

（２）海外の大豆生産の動向 

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

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

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

は増加する見込みであり、大豆の作付は伸びていくと考えられている。 

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

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

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

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

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

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

と思われる。 

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

量であるが、作付面積はインドを下回るようになった。経済発展に伴い国内の大豆需要は

旺盛で、輸入量は 1997 年以降日本を抜いて世界一となっている。 

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

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

大きな影響を及ぼすことはないと思われる。 

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

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

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

は以前から非合法

的に GMO 大豆が栽

培されていたが、

2003 年に栽培を認

めてからは急激に

栽培面積が増加し

ている。今後は大豆

全体の需給逼迫以

上に非遺伝子組み

換え大豆の需給は

タイトになってい

くと思われる。 

 なお 2012 年は南北アメリカとも干ばつによる大幅な減産が見込まれ、需給が逼迫して国

際価格が高騰している。また国産大豆も海外産大豆、特に non-GM 大豆のプレミア価格の

高騰や福島原発事故の影響で一部産地に買いが殺到したこと等から、「フクユタカ」を中

心に価格が高騰しており、ここしばらくは大豆の価格は高値で推移していくと思われる。 

Ⅱ．日本の大豆品種の現状 
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（１）我が国の主要な品種 

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

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

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

日本では「サチユタカ」の作付も拡大している(表 1）。 

 しかし作付け面積が 上位の「フクユタカ」、「エンレイ」は実需者への認知度が高

く、すぐにこれに代替できる品種・系統が見あたらないことから、当面変わらないと見

られる。このため、これら品種の欠点だけをピンポイントで改良した系統の育成が進

められており、当面の代替普及が期待される。 

 

（２)普及品種の優位点 

 広く普及している品種にはいくつかの特徴がある。この中には育成地データでは現れに

くいものもあり、育成データ上は明らかに優れている新品種が普及の段階で問題点が浮上

して普及しないこともある。 

①耐倒伏性が強く栽培しやすい（タチナガハ、ユキホマレ、サチユタカなど） 

②加工適性が高い（エンレイ、フクユタカなど）。 

③耐病虫性や耐冷性が強く、安定して栽培できる（ユキホマレなど） 

④水田転換畑に向いている（茎疫病圃場抵抗性のフクユタカ、サチユタカなど） 

⑤広域適応性を備える 

⑥実需者への認知度が高い（フクユタカ、エンレイなど） 

 

 (３）普及品種の問題点 

表1　日本の主な作付品種(2011)

1 フクユタカ 1980 34,808 25.5 東海～九州 高蛋白、多収、淡褐目、裂皮易、裂莢易、倒伏易、モザイク病抵抗性弱

2 エンレイ 1987 16,551 12.1 北陸・東北南部 高蛋白、大粒、気象被害大、青立被害、モザイク病弱、しわ多発

3 リュウホウ 1995 10,548 7.7 東北中部 機械化適性、シストセンチュウ(SCN)抵抗性、蛋白中、しわ多発

4 ユキホマレ 2001 10,297 7.5 北海道 耐倒伏性、SCN抵抗性、耐冷性、わいか病弱、蛋白含量低

5 タチナガハ 1986 9,567 7.0 関東・東北南部 機械化適性、大粒、蛋白やや低、青立被害、腐敗粒多発

6 おおすず 1998 4,375 3.2 東北北部 機械化適性、大粒、モザイク病中、蛋白中

7 ミヤギシロメ 在来品種 3,723 2.7 東北中部 多収、大粒、晩生、倒伏易、病害虫抵抗性弱

8 サチユタカ 2001 3,410 2.5 近畿・中国 耐倒伏性、高蛋白、多収、裂皮易、裂莢性易、モザイク病抵抗性弱

9 スズマル 1988 3,218 2.4 北海道 極小粒、納豆加工適性高、SCN抵抗性弱、耐冷性中、わいか病弱

10 タンレイ 1978 3,133 2.3 東北中部 耐倒伏性、蛋白含量中、モザイク病中

11 トヨムスメ 1985 2,912 2.1 北海道 耐倒伏性、SCN抵抗性、耐冷性中、わいか病弱

12 ユキシズカ 2002 2,854 2.1 北海道 シストセンチュウ抵抗性、臍周辺着色抵抗性強、わい化病抵抗性中

13 丹波黒 在来品種 2,828 2.1 近畿・中国 極大粒、煮豆・枝豆加工適性高、病害虫抵抗性弱、枝折れ、倒伏性易

14 いわいくろ 1998 2,546 1.9 北海道 煮豆加工適性高、わい化病抵抗性中、シストセンチュウ抵抗性弱

15 納豆小粒 在来品種 2,350 1.7 関東 極小粒、SMV抵抗性弱、SCN抵抗性弱、納豆がやや硬い

16 ナンブシロメ 1977 2,132 1.6 東北北部 シストセンチュウ抵抗性、やや低収、蛋白含量中

17 オオツル 1988 2,076 1.5 近畿 大粒、煮豆・味噌加工適性高、耐倒伏性中、蛋白含量中

18 あやこがね 1999 1,521 1.1 北陸・東北南部 SMV病抵抗性、豆腐・味噌加工適性良、耐倒伏性、晩生、蛋白中、SCN弱

19 ナカセンナリ 1978 1,505 1.1 東山 SCN抵抗性、煮豆加工適性良、蛋白含量中、モザイク病抵抗性弱、耐倒伏性中

20 むらゆたか 1988 1,403 1.0 九州 高蛋白、多収、裂皮易、裂莢易、やや倒伏易、（加工適性不良）

農林水産省調べ

特性（下線部は問題点）
順
位

品種名 育成年次
作付面積

(ha)
作付割合

(%)
主な栽培地域
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 広く普及している品種でも 

①低蛋白で実需者の評価が低い（タチナガハ、ユキホマレなど） 

②台風・低温被害など気象災害を受けやすい（エンレイ、トヨムスメなど） 

③青立ち被害が頻発する（エンレイ、タチナガハなど） 

④病虫害抵抗性がない（トヨムスメ、ミヤギシロメ、タンレイなど） 

⑤外観品質（裂皮・淡褐目）が劣るため、用途が限られる（フクユタカなど） 

⑥機械化適性が劣る（裂莢）ため、実際の収量が低くなる（サチユタカなど） 

⑦栽培方法によっては病気が多発する（タチナガハの不耕起栽培時の茎疫病） 

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

 

Ⅲ．我が国の大豆育種 

（１）育種の体制                                     

 我が国の大豆の育種体制は平成 22 年度に指定試験制度が廃止され、大きく変化し

た。現在大豆の育種は農研機構の 4 場所、道総研の 2 場所、長野県野菜花き試験場の

合計 7 場所で主に実施しているが、指定試験制度の廃止に伴い今後育種体制に大きな

変化生じることも予想される。また用途を限定した小規模な品種育成は茨城県農業総

合センター、福岡県農業総合試験場などでも実施している。 

 指定試験制度廃止前は系統適応性検定試験が 14 カ所、病虫害抵抗性に関する特性検

定試験が 7 カ所で実施されていたがいずれも廃止となった。代替として一部の県の協

力で調査項目を減じて予備系統試作試験を行うとともに、育成地間での育成系統相互

評価試験が実施されている。一方各県の奨励品種決定試験は継続されており、今後は

育成地と奨励品種決定試験の連携が一層重要になると考えられる。 

 

（２）大豆の育種目標 

我が国の食品用大豆の多くは米国からの輸入バラエティ大豆が使われている。かつ

ての輸入大豆は品質も悪かったが、近年は日本向けの品種改良が進むとともに、色彩

選別機の導入等、品質管理技術の向上などもあり、品質面での差は粒大などを除いて

ほとんどなくなってきている。また豊凶の差が大きく供給量や価格が変動するため、

実需者からは安定供給が強く求められている。 

このため、国産大豆がバラエティ大豆に代わって食品用大豆として使われるために

は、 

①安定的な生産を可能とする耐病虫性やストレス耐性の強化 

②用途に応じたさらなる高品質化 

③規模拡大、低コスト化が可能となる機械化適性の付与 

などが重要な育種目標となっている。 

実際の現場では育種目標は急激な社会情勢の変化にも対応できるように幅広く設

定している。また大豆は地域によって必要とされる特性が異なっているので、地域ご

とにさらに細かく育種目標を設定して育種を行っている。 
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（３）育種の流れ 

  基本的な育種の流れとしては、①育種目標の設

定、②交配組合せの決定、③交配、④初期世代の

育成、⑤個体選抜、⑥系統選抜、⑦生産力検定試

験・奨励品種決定試験・現地試験、⑧品種化とな

る。交配から品種育成には 12～13 年必要で、さら

に普及には数年必要である。 

 DNA マーカーの開発により、近年マーカーと戻

し交雑の組合せで主要品種の欠点をピンポイント

で改良できるようになった。温室等を利用するこ

とで育成期間を短縮でき、また目的形質以外が原

品種と同じであることが確認されれば普及までの

時間も短縮できる可能性がある。 

 

（４）選抜項目 

①農業特性による選抜 

 農業特性として重要な形質としては、 

 （ⅰ）安定多収性 

 （ⅱ）機械化適性（耐倒伏性、難裂莢性、 下着莢位置高） 

 （ⅲ）病虫害抵抗性（モザイク病、わいか病、シストセンチュウ、茎疫病等） 

等があげられる。特に近年は大規模化に伴いコンバイン収穫を行う農家が多くなっ

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

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

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

い系統は育成の段階で落とされる。 

 

②品質評価による選抜 

  国産大豆の重要な特徴の一つである「高品質」は、農業特性とともに育成段階から

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

（蛋白含量、脂肪含量等）、後期段階で加工適性による選抜が行われている。 

 

③実需者による加工適性評価 

  実需者による評価は育成の 終段階、奨励品種決定調査段階に行われている。実験

室における加工適性試験では分からない現実に近い加工適性が備わっているかが調

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

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

産大豆協議会（現「国産大豆品質情報交換会」）で、豆腐・納豆など加工品目ごとに

品質評価分科会を設置し、多角的に品質評価を行い総合的に用途別の適否を判定し

ている。 
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（５） 近の新品種 

  近の新品種は付表に示した。近年農林登録制度から農林認定制度へ制度変更があり、

農林認定品種でない育成品種で普及し始めているものも増えているので、区別せずに示し

ている。 

近年は北海道では耐冷性が強い品種、東北・北陸向きではモザイク病抵抗性の品種の育

成が増えている。また西日本では納豆用、煮豆用など豆腐用以外の品種育成が目立つほか、

ハスモンヨトウに抵抗性を持つ品種も育成されている。主な新品種を以下に紹介する。 

①とよみづき 

北海道の主力品湯「ユキホマレ」は早生で耐倒伏性や耐冷性に優れることから、近

年急速に作付面積を伸ばしている。しかしタンパク含量が低く豆腐加工適性が劣る

ことから、生産拡大に伴って実需者から豆腐加工適性の高い品種を求める声が強ま

っている。 

道立十勝農業試験場で 2011 年に育成された「とよみづき」は白目大粒で豆腐加工

適性が改善された新品種で、「ユキホマレ」に代えて普及することが期待されている。

「ユキホマレ」と同様に耐冷性やへそ周辺着色抵抗性に優れる上に、低温で生じる裂

開粒の発生も少ない。またシストセンチュウにも抵抗性を備えている。 

②里のほほえみ 

東北農業研究センターで 2008 年に育成された「里のほほえみ」は耐倒伏性に優れ、

下着莢位置高が高く、難裂莢性を備えた機械化適性に優れる新品種である。粒は大

粒で外観品質が良く、タンパク含有量も高いので味噌・煮豆だけでなく豆腐加工適性

も高い。病虫害抵抗性ではモザイク病抵抗性や紫斑病抵抗性を備える。現在東北南部

や関東北部で普及が始まっている。 

③シュウレイ 

北陸地域ではほとんどが「エンレイ」を作付けているが、近年小粒化やしわ粒の発

生が大きな問題となってきている。長野県野菜花き試験場で育成された「シュウレ

イ」は「エンレイ」よりやや晩生だが、耐倒伏性を備え、ダイズモザイク病抵抗性に

も強い。子実は「エンレイ」よりやや大きく、タンパク含量は同等、煮豆加工適性や

豆腐加工適性は「エンレイ」なみである。北陸地域を中心に普及が期待されている。 

④あきまろ 

 近畿中国四国農業研究センターで育成された西日本向けの新品種で、タンパク含

量は高くないが味噌加工適性に優れる。晩播栽培で収量が高く、「フクユタカ」より

耐倒伏性に優れ、 下着莢高も高い。またこの地域で問題となるダイズモザイク病

A2 系統に抵抗性を備える。 

⑤すずかれん 

 九州沖縄農業研究センターで育成された九州地域向けの納豆用品種で、耐倒伏性

が強く、裂莢も少ない上に、ハスモンヨトウや葉焼け病に抵抗性を備える。タンパク

含量が高いため豆腐加工も可能であるが、中粒に近い小粒なので小粒規格に入らな

いこともあるので注意が必要である。 
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（６）新品種普及の問題点               

 大豆の品種開発は，多収性，高品質，耐冷性，耐病虫性，機械化適性等地域の課題に

対応して実施しており、多くの品種を育成しているが、すべての品種が普及している

わけではない。この理由として、 

①新品種は上位の銘柄に指定されるまで数年かかり、農家が新品種の導入に伴うリ

スクに躊躇すること 

②新品種が従来品種と比較して飛び抜けて優良な品種ではなく、従来品種に置き換

わりにくかったこと 

③品種の特徴を利用した製品開発が遅れていること 

④普及の初期の段階では実需者の認知度が低く、必要量を確保しやすい従来品種に

比べて需要が低いこと 

   等が考えられる。これに加えて「タチホマレ」「つやほまれ」などでは、育成段階

で現れていなかった欠点が、現場で問題となる場合がある。このため育成後数年程度で奨

励品種・認定品種から外れ作付がなくなる品種も少なくない。 

 「ユキホマレ」「サチユタカ」「ユキシズカ」などのように生産拡大の取り組みによ

り普及が進んだ例もあり、新品種の普及は徐々に進んでいる。 

 

（７）特色ある大豆の育成                                     

  国産大豆の主要用途は豆腐、納豆、煮豆であるが、近年大豆の需要拡大、村おこしな

どのために新たなタイプの大豆を育成する動きも目立ってきている。 

 種皮色・子葉色とも緑の「キヨミドリ」「青丸くん」、中粒の菓子用黒大豆「くろさ

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

が開発されている。 近では「クロダマル」のように農研機構の社系の研究者が地域お

こしの核として利用して普及が広がってきた品種もある。また小粒の黒大豆、小粒の緑大

豆などの系統も育成されているが、こうした特徴的な品種は生産体制の整備とともに、用

途開発や販売先の開拓を進める必要があり、農業特性などが優れていても品種化には至ら

ないことも多い。 

 一方大豆の需要拡大を図るため、1980 年代から蛋白質を中心とした成分改良研究が

進み、すでにいくつかの実用品種が育成されている。 

 大豆の青臭みの原因酵素「リポキシゲナーゼ」を完全に欠失した品種は世界に先駆

けてわが国で開発され、「いちひめ」「エルスター」「すずさやか」などが育成されて

いる。リポ欠大豆は一時 1,000ha 近い栽培が行われた。またリポキシゲナーゼと苦み成

分のサポニンを欠失した「きぬさやか」が育成され、こちらは着実に栽培面積が伸び

て、製品も市販されている。 

 貯蔵蛋白質の改変品種としては主要なアレルゲン蛋白質のうち、7S のα、α’サブ

ユニットを欠失した「ゆめみのり」「なごみまる」が育成され(図 4、5)、豆乳や味噌

の原材料として実用栽培が行われている。また中性脂肪低減効果が期待される 7S 蛋白

質（β-コングリシニン）を高めた「ななほまれ」も育成されている。 
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  機能性

成分として注目されているイソフラボン含量についての遺伝的背景は十分解明されて

いないが、「ふくいぶき」「ゆきぴりか」のように通常の品種の 1.5～2 倍程度に含量

が高まった品種も育成されている。しかしサプリメント等によるイソフラボンの過剰

摂取の危険性が指摘されるなど、極端なイソフラボン高含有化に対する疑問が浮上し

てきたこともあり、現在では高含有化の品種育成はやや下火になりつつある。 

このほかにもルテイン、α-トコフェロールなどの新規の機能性成分について含量を高

める研究も進んでいるが、過剰摂取に伴う安全性との兼ね合いは今後検討していく必

要がある。 

 成分改良品種は従来品種と異なり用途が限定されることが多く、生産量や需要が不安定

なことから栽培は広がっていない。リポ欠大豆についても一時 1,000ha 近い作付があった

が、生産に見合った需要がなく、現在は減少している。また低アレルゲン大豆食品の原材

料として用いられる「なごみまる」も生産は 2012 年度で一旦終了した。このほか遊離アミ

ノ酸含量の高い系統等の特色ある系統の育成も行われているが、成分を改変した特殊

な品種は商品開発、流通経路の確立などまだまだ克服すべき課題が多い。 

 今後は単一成分の改良だけでなく複合的に成分を改良した系統の育成や、加工適性

に関連した成分の改良を行っていく必要がある。 

 

Ⅲ．遺伝子組み換え技術 

 ダイズの遺伝子組み換え技術は稲よりもやや遅れており、我が国の大豆ではようや

く遺伝子組み換え個体が安定的に作出されるようになった段階であり、まだ遺伝子組

み換え品種は育成されていない。しかし研究の現場では、大豆の遺伝子機能を抑制し
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たり、様々な遺伝子を導入することも珍しくなくなってきており、今後耐湿性の高い

大豆、病虫害に強い大豆、栄養機能性が高い大豆など画期的な系統が作出される可能

性がある。 

 一方国内の消費者の遺伝子組み換えに対する抵抗感はいまだに小さくなく、食用油

などを除いて直接遺伝子組み換え大豆を用いて製造される食品は少ない。特に「安全」

・「安心」が期待されている国産大豆では、遺伝子組み換えに対する PA（パブリック

・アクセプタンス）が得られていない状況下では、遺伝子組み換え品種の育成自体にも

抵抗感が強い。 

 海外ではモンサントの除草剤耐性品種（ラウンドアップレディー）、高オレイン酸大

豆などいくつかの品種が育成されており、主産国である米国、アルゼンチン、ブラジル

などでは遺伝子組み換え大豆利用が普通になっている。その多くは除草剤耐性大豆で

あり、遺伝子組み換え大豆と除草剤の組合せにより雑草害がほぼ抑えられ、生産性の

向上にも役立っていることから、遺伝子組み換え技術は大豆生産にはなくてはならな

い技術となりつつある。 

  

Ⅳ．新たな育種法の活用 

 大豆の品種育成で常に問題となるのは、 近育成された品種で広く普及する品種が少な

い点である。北海道、東北中北部、近畿・中国の各地域ではそれぞれ「トヨコマチ」「ト

ヨムスメ」から「ユキホマレ」、「オクシロメ」「タチユタカ」「スズカリ」から「おおす

ず」「リュウホウ」、「タマホマレ」「ニシムスメ」から「サチユタカ」へと置き換わった

が、北陸、関東、東海、九州の「フクユタカ」「エンレイ」「タチナガハ」は依然として置

き換わっていない。 

  前述のように、これら地域向けに育成された新品種が従来品種と比較して飛び抜けて

優良な品種ではないため置き換わりにくいことが大きな要因の一つであるが、他に「フ

クユタカ」「エンレイ」などは普及面積が広く、安定して生産されるために実需者の認

知度が高く、需要が高いことも指摘される。 

 近年新たな育種技術として DNA マーカーによる選抜技術が普及し、戻し交雑を併用

して原品種の欠点のみをピンポイントで改良できるようになっている。一方系譜の検

討やゲノム研究の進展から国内品種は遺伝的多様性が低いことが指摘され、これが飛

び抜けた収量性などの特性を持つ新品種が育成されない要因とも考えられている。 

 このため今後の大豆育種の基本戦略は、短期的にはマーカーと戻し交雑の組合せによる

主要品種への病虫害抵抗性や難裂莢性などの付与、中長期的には海外品種等を活用した遺

伝的背景の拡大と収量選抜による品種本来の生産力向上、の２つが中心になると考えられ

る。今後は 10～20 年かけて育成される生産性の高い基幹品種とその欠点を改良したバージ

ョンアップ版とも言うべきピンポイント改良品種の組合せでダイズの多収化を図っていく

ことになるだろう。 
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（１）DNA マーカーによるピンポイント育種 

 我が国の大豆品種はこれまで品質向上を 重点にして育成されてきた。このため諸外国

の品種に比べて、耐病虫性、耐倒伏性、難裂莢性などで劣っているものが多く、本来の収

量性を発揮できずに低収となっているケースが少なくない。このことは逆に低収要因とな

っている病虫害抵抗性、難裂莢性などの付与により、簡単に実質収量が増加する可能性が

高いことを意味する。 

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

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

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

イ」などの主力品種に様々な抵抗性をピンポイントで導入する試みが始まっている。 

  単交配で全く新しい品種を育成することは時間と手間がかかることから、短期的な

育種の取り組みとして、DNA マーカーを用いた主要品種の欠点の改良は有効である。

また DNA マーカーを用いた欠点の改良が比較的容易になったことから、マーカーで選

抜できない育種目標、収量性や耐倒伏性などを主体に選抜を実施し、系統が育成され

た後に戻し交雑による耐病虫性付与を行うことも考えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

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

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

「フクミノリ」のハスモンヨトウ抵抗性は抵抗性導入品種の「ヒメシラズ」に比べてや

や低いため実用栽培の動きは鈍いが、シストセンチュウレース 1 の被害が多発する北

海道では「ユキホマレ R」に対する期待は大きい。 

 さらに 2012 年には「サチユタカ」に難裂莢性を導入した「サチユタカ A1 号」が育

表2　現在マーカー選抜が可能な大豆の主要な特性

マーカーが利用できる特性 遺伝子座 備考

開花期遺伝子 E1、E2、E3、E4

伸育性 Dt1

種皮色 I

モザイク病抵抗性 Rsv3、Rsv4

シストセンチュウ高度抵抗性 rhg1、rhg2、Rhg4

ハスモンヨトウ抵抗性 CCW-1、CCW-2

わいか病抵抗性 Rsdv1

難裂莢性 qPDH1

葉焼け病抵抗性 Rxp

カドミウム蓄積 Cd1、Cda1 両者はほぼ同じ位置

貯蔵タンパク質欠失 Scg1、CG1、CG23
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成され、刈り遅れによる裂莢を防止して実質的な収量増となることが期待され、現地

での実証試験が進められている(図 7)。 

これらに加えて、「フクユタカ」や「ことゆたか」に難裂莢性を導入した系統、「スズ

マル」や「納豆小粒」にシストセンチュウ高度抵抗性を導入した系統、「リュウホウ」

「おおすず」にモザイク病 CD レース抵抗性を導入した系統などがほぼ戻し交雑が終

了しており、数年以内の品種化が期待されている。 

 これらピンポイント改良品種を効果的に用いるためには、改良形質以外は原品種と

同じという特性を理解し、これまでの普及品種と同等の扱いで速やかな普及を目指す

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）草型改良、遺伝的背景の拡大等による画期的な多収系統の作出   

 これまで収量性向上は常にダイズ育種目標の上位に挙げられてきたが、実際に育成され

た品種は必ずしも多収とはなっていない。我が国の育種圃場の狭さに起因する収量の選抜

規模の小ささや品質向上を優先してきた我が国のダイズ育種の事情がある。 

 海外のダイズ主要生産国では、プロットコンバインやプロットシーダーを用いて、数百

～数千系統を数カ所～数十カ所で栽培する収量選抜が行われている。我が国では数～数十

系統を 1～数カ所で検定するのみであり、収量選抜としての効率は高くない。今後は我が

国の育種システムの中で収量選抜をどう効率的に実施していくか検討していく必要があ

る。 

 また小粒で低タンパクの品種の多い海外品種との単交雑では、粒大が重視される従来の

選抜体系では有望な系統が選ばれにくい。このため交配組合せの多くは国内品種同士であ

り、遺伝的多様性の狭さが画期的な品種の育成を阻んでいるとも指摘されている。 

 一方これまで育成された大豆品種の多くは粒大の確保、耐倒伏性の点から有限伸育型と
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なっている。近年栽培方法によっては無限伸育型や半無限伸育型が多収になる事例も知ら

れるようになってきている。また長葉系統についても検討が進み、密植栽培では多収の事

例が見られるようになっている。こうした栽培方法にあった草型の品種を育成し多収化を

図ろうとする動きも目立ってきている。 

 近年豆腐業界からは粒大等の外観品質よりも蛋白含量などの加工適性が重視されるよう

になり、中粒クラスの品種も業界から受け入れられる素地も整ってきたことから、今後は

長期的展望に立ってこれまで育種に利用しなかった様々な遺伝資源の取り込みを行って、

収量性の画期的な向上を図っていく必要がある。 

 

（３）Tilling 法による新たな変異系統の開発 

 ダイズゲノムの解読・公開により、大豆の遺伝子情報の活用がこれまで以上行われるよ

うになった。突然変異育種においても従来の「変異源処理→形質によるスクリーニング」

から「変異源処理→遺伝子によるスクリーニング(Tilling 法）」へ変わりつつある。 

 Tilling 法では突然変異集団（理論上は遺伝資源でも可）の各個体から一度ゲノム DNA を

抽出しておけば、多くの形質についてスクリーニングできる。数個体由来の DNA を混ぜた

セットを作っておくことで、調査サンプル数も 1/5～1/10 に圧縮できる。目的形質の遺伝

子情報に基づいて遺伝子領域が変異している個体をスクリーニングして 後に形質の変異

の有無を調べるだけで変異個体を同定できる。 

 また他の植物で得られた遺伝情報を元に、類似の遺伝子を大豆のゲノム情報から選び出

し、Tilling 法でその遺伝子の変異個体を探索して、目的形質が変化した系統を選抜する

ことも可能で、思いがけない突然変異系統を選抜できる可能性もある。 

 変異源処理もこれまではγ線照射が一般的であったが、重イオンビームや EMS など化学

変異源処理が取り入れられつつある。γ線処理は遺伝子の欠損が大きく、枯死個体や弱勢

個体が多く出現する欠点があった。化学変異源処理は１塩基置換の変異が多く、数世代の

処理による変異の蓄積により変異率を上げることもできる。 

 選抜効率の向上や選抜過程の簡素化など検討すべき点も多いが、今後は新たな形質を作

出する重要なーつとなるだろう。 

 

Ⅴ．新たな育種の方向 

 前述のように我が国では品種の変化が遅く、なかなか新品種が普及しにくい状況にあ

る。特に「フクユタカ」や「エンレイ」のようにネームバリューを持つ品種は多少の欠点

があっても栽培技術などでカバーされることも多く、なかなか新品種に置き換えること

ができない。 

このような状況の中で、農研機構では新しい大豆の開発戦略として、これまでの単交配

中心の育種から、中長期的な品種更新とピンポイント改良による欠点の改善の２段構え

で進めていくことを考えている。すなわち短期的には DNA マーカーと戻し交雑を利用し

て主要品種のピンポイント改良を行って、実質的に収量増を図るとともに、中長期的には

海外遺伝資源の活用や草型の改良、栽培技術に応じた品種の開発等により画期的な多収

品種の育成を目指そうとするものである。 

こうした新しい育種方向はまだ始まったばかりであり、農家や生産者の理解が十分得
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られているとは言い難いが、今後は主要品種のピンポイント改良系統の普及などの実績

を積み重ねて、新たな戦略を受けいれてもらえる素地を作っていくことが必要である。 

 

(補足） 

（１）品種育成の基礎知識 

 ①品種とは？ 

 遺伝的に固定された集団で、得られた種子を播種すると親と同じ形質を持つ子孫

が得られる。農民によって無意識のうちに育成された「在来品種」、近代育種技術に

よって作られた「育成品種」に大きく分けられるが、「在来品種」から純系分離で育

成された品種でも、古くに選抜された品種は「在来品種」に区分されることもある。

近代育成品種は在来種に比べて収量性・品質等が改良されて栽培しやすくなってお

り、我が国の作付けの 9 割以上を占めている。 

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

種には「フクユタカ」、「エンレイ」、「タチナガハ」などがある。 

 

 ②品種育成の技術 

 現在大豆で主として使われている育種技術は交配による交雑育種法である。交雑

育種法は、遺伝的に異なる品種同士を掛け合わせることにより多様な遺伝的背景を

持つ雑種集団を育成し、ここから優良品種を選抜する手法である。近代育種法が確立

する前は自然交雑・突然変異などで生じた雑種集団から純系を選抜する純系淘汰が

無意識のうちに行われていたが、純系淘汰では変異の幅が十分でなく、現在ではほと

んどが交雑育種になっている。 

 なお、大豆の野生種は我が国にも河原などで広くみられるツルマメである。ツルマ

メが中国の黄河流域で改良されて大豆になったとされている。大豆は主要農産物の

中では野生種が国内に存在する数少ない作物である。 

 

 ③日本の品種育成の歴史 

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

を選定したのが品種育成の始まりである。その後農事試陸羽支場でまず純系分離法、

ついで交雑育種法による品種改良が開始され、近代的な品種が育成されるようにな

った。 

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

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

このほかに民間で育成したエダマメ用品種や「むらゆたか」「新丹波黒」のような県

単育成品種もある。 

 

④大豆品種の育成年限 

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

年となっている。このため、社会情勢の変化に即応して育種の方向を変えることは難
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しく、育種目標は情勢変化しても対応できるよう幅広く設定することが常識となっ

ている。 

  育種の年月を短縮するために、米国では気候が逆の南米で冬の間世代を進める世

代促進を行っているが、我が国では 2007 年から始まった沖縄での世代促進事業も

2010 年度で終了し、温室を使った小規模な世代促進が行われているに過ぎない。 

 

（２）大豆の機能性成分 

 大豆のイソフラボンは女性ホルモンに似た構造をしており、女性ホルモンの補完的

作用を持つと考えられている。これまでの研究で、①骨粗鬆症の抑制、②ほてりなどの

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

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

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

リスクを低減する食品」という趣旨の表示をすることを認めている。 

 貯蔵タンパク質のβ-コングリシニンは 1 日 5g の摂取で中性脂肪や内臓脂肪の低減

効果を示し、メタボリックシンドロームの緩和効果が期待されている。しかしβ-コン

グリシニンは通常の大豆に 6-10%程度しか含まれていないことから、普通の大豆食品

で日常的に必要量を摂取することは難しく、サプリメントの形で市販されている。 

 このほかにもサポニン、食物繊維、トコフェロール、ルテインなど大豆には豊富に機

能性成分が含まれていることが分かっており、本文中でもふれたように機能性成分を

高めた品種の育成も行われている。 

 しかし、 近は食品の機能性についての表示が厳しく規制されるようになったこと、

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

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

れるべき課題である。 

 

（３）ダイズゲノム解読 

 ダイズゲノムは米国で解読が進み、 2007 年末には概略がホームページ上

(http://www.phytozome.net/soybean)で公表され、誰でも利用できるようになっている。

2010 年には Schmutz により、Nature に正式の解読の報告がなされ、ダイズゲノムは約 1.1

ギガ塩基の配列からなり、46,430 個の遺伝子が座乗しており、75%の遺伝子に重複がある

と推定されている。 

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

にマーカーを設定できるようになり、大豆の遺伝子解析は近年急速に進んでいる。 

 またこれまでは QTL 解析などで座乗領域を狭めてから遺伝子の特定・単離が行われ

てきたが、他の作物で特定された遺伝子配列を手がかりに、ダイズゲノムの配列から

類似の遺伝子をピックアップして表現型との整合性を検討し遺伝子の特定を進める方

法も用いられるようになってきた。 

 今後の大豆の育種は公開された大豆のゲノム情報をどう活かして育種事業を効率化
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していくかが重要となる。 

 

（４）豆腐加工適性関連成分について 

 豆腐は、凝固剤（にがり）の濃度を変えることにより堅さが変化し、その 大値とタン

パク含量の相関は高い。一方、凝固剤の量を 0.25%に固定すると、豆腐の堅さとタンパク

含量の相関は低くなる。これは子実中のカルシウムやフィチン酸が凝固剤の働きに影響を

与えるためである。豆腐はタンパクゲルであることから、豆腐の堅さは単純にダイズ子実

中のタンパクだけが関与すると考えられてきたが、これまでの結果からタンパク含量だけ

でなく、凝固剤の働きを補助したり、阻害したりする子実中の成分にも注目する必要があ

ることがわかってきた。 

  カルシウムは凝固剤の補完、フィチンは凝固剤をトラップすることから、豆腐の堅さを

より正確に予測するためには、子実中のタンパク含量に加えてカルシウム含量、フィチン

含量を考慮する必要があると考えられる。また品種育成の現場では、カルシウム含量が高

く、フィチン含量が少ない品種を育成することで、より安定的な加工適性を持つ品種の育

成が可能と考えられる。 



近年の大豆育成品種一覧（昭和６３年以降）

１）(独）十勝農業試験場

品　種　名 育成年度 来　　歴 主　要　特　性 適　　　地 作付面積(ha)H23

トヨコマチ 1988 樺太１号ｘトヨスズ
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 978

カリユタカ 1991 ヒメユタカｘClarkDt2 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

-

大袖の舞 1992 十育186号ｘトヨスズ
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 108

トヨホマレ 1994 キタホマレｘ十育206号
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

305

ハヤヒカリ 1998 十系679号ｘキタホマレ
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

144

ユキホマレ 2001 十系783号ｘ十系780号
中生の早、中の大粒、短茎、耐冷性強、線虫・茎疫病抵抗性強、裂莢性難、耐倒伏強、
臍周辺着色抵抗性強、中蛋白・低脂肪、煮豆・納豆・味噌に適

網走、十勝、上川、留萌、
石狩、空知、後志、胆振

10,297

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

網走、十勝、上川、石狩、
空知、胆振

2,854

トヨハルカ 2005 十系793号×十系6225F8
白目大粒、外観品質良、低温抵抗性強、耐倒伏性強、最下着莢位置高、分枝が少ない
主茎型の草型、密植による増収効果高、煮豆、味噌及び納豆加工適性良

十勝、上川、石狩、空知 730

ゆきぴりか 2006 十系793号×十系817号
中生の早、中の大粒、耐冷性強、臍周辺着色抵抗性中、イソフラボン含量高、線虫抵抗
性、豆乳・味噌・煮豆加工適性良

道央中北部、十勝、網走 114

ユキホマレR 2009 1115BC2F1×ユキホマレ
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 147

とよみづき 2011 十育233号×十系930号
やや早、白目大粒、耐冷性強、臍周辺着色抵抗性強、低温裂開抵抗性強、センチュウ
抵抗性強、わい化病抵抗性中、蛋白含量中、豆腐加工適性良

網走、十勝、上川、留萌、
石狩、空知、後志、胆振

－

２）(独）中央農業試験場

品　種　名 育成年度 来　　歴 主　要　特　性 適　　　地 作付面積(ha)H23

スズマル 1988 十育153号×納豆小粒 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 3,218



ツルムスメ 1990 中系67号×中育12号 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 －

いわいくろ 1998 晩成光黒×中育21号
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 2,546

タマフクラ 2007 新丹波黒×ツルムスメ 晩生、極大の中、裂皮やや少、粗蛋白含有率中、煮豆・納豆・甘納豆用 道央及び道南部 55

ゆめのつる 2011 中交0708-2(F6)×十系885号
晩生、極大の小、裂皮やや少、多収、シストセンチュウ抵抗性強、わい化病抵抗性中、
主に煮豆用

道南部 －

つぶらくろ 2012 中系371号×十系885号
黒大豆、晩生、極大の小、多収、シストセンチュウ抵抗性強、ダイズわい化病抵抗性中、
主に煮豆用

道南部 －

３）東北農業研究センター

品　種　名 育成年度 来　　歴 主　要　特　性 適　　　地 作付面積(ha)H23

トモユタカ 1990 東北52号×刈系102号
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 －

リュウホウ 1995 スズユタカ×刈交343F7
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 10,548

鈴の音 1995 刈系244号×コスズ
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 －

おおすず 1998 刈交296号F6×刈系237号
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 4,375

たまうらら 1999 刈交296号F6×刈系237号
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 スズユタカ×エンレイ
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 225

ゆめみのり 2001
刈系434号にγ線照射した突然
変異品種

中生の晩、中粒の小、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）

－

ふくいぶき 2002 東北96号×デワムスメ
中生の晩、子実は球で中の大粒、ﾀﾞｲｽﾞｼｽﾄｾﾝﾁｭｳ・ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性ともに強、
多収、耐倒伏性、イソフラボン含量高い、豆腐加工適性適

福島（東北南部、北陸） 28

青丸くん 2002 赤青Ｄ165×タチユタカ
中生の早、中粒、子実は球で中粒、子葉・種皮色とも緑、在来青豆より早生多収、耐倒
伏性強、裂莢性難

岩手（東北中部） 26

すずさやか 2003
スズユタカ×九交355(いちひ
め)

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

秋田（東北中南部） 65



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

山形 56

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

東北中南部 202

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

東北南部 323

里のほほえみ 2008 東北129号×刈交0246MYF6
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 211

４）作物研究所

品　種　名 育成年度 来　　歴 主　要　特　性 適　　　地 作付面積(ha)H23

ゆめゆたか 1992
(ｽｽﾞﾕﾀｶ/PI86023)BC3F4／(ｽ
ｽﾞﾕﾀｶ/早生夏)BC4F3

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 －

関東100号(作
系4号)

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

関東 －

なごみまる 2007
タチナガハをゆめみのりに戻し
交配４回

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

関東 20

５）長野県野菜花き試験場(旧中信農業試験場）

品　種　名 育成年度 来　　歴 主　要　特　性 適　　　地 作付面積(ha)H23

オオツル 1988 東山80号×エンレイ 中生の晩、子実は扁球で大粒、煮豆・味噌加工適性良
群馬、山梨、富山、三重、
滋賀、京都

2,076

アヤヒカリ 1991 エンレイ×東北53号 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） －

ギンレイ 1995 東山系N802×スズユタカ 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 200

さやなみ 1997
東山95号（タマホマレ）×小糸
在来

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） －

ほうえん 1997
東山124号（ホウレイ）×エンレ
イ

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 丹波黒×東山140号
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 －

タママサリ 1998 小糸在来×東山122号
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
東山124号（ホウレイ）×エンレ
イ

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 －

あやこがね 1999
東山124号（ホウレイ）×エンレ
イ

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

1,521

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

長野 －

つぶほまれ 2003
東山140号/東山135号（タチナ
ガハ）

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

長野 70

つやほまれ 2004
東山144号（オオツル）×東山
154号

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

岐阜 －

タチホマレ 2006
東山149号（アヤヒカリ）×長交
1-28F1

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

長野 －

すずろまん 2007 納豆小粒×東山系U455
中生（納豆小粒並熟期）、子実は球形・小粒で良質、収量性は納豆小粒並以上、紫斑病
強、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、納豆加工適性良

新潟、長野 58

あやみどり 2008
東山系T751×東山系R906（東
山179号）

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

長野、奈良 2

ななほまれ 2009 タマホマレ×TmB4F2-010
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 －

シュウレイ 2010
東山181号×東山系T613（東山
188号）

中生の晩（タチナガハよりやや早熟）、子実は球形で大粒、多収、蛋白質含量やや高（タ
チナガハより高蛋白）、ﾀﾞｲｽﾞﾓｻﾞｲｸｳｲﾙｽ抵抗性、長葉

北陸 159

華大黒 2011 信濃早生黒×玉大黒
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

新潟、長野 －

すずほまれ 2012
東山系R906（東山179号）×東
山系U24

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、東山 －

６）近畿中国四国農業研究センター

系　統　名 育成年度 主　要　特　性 適　　　地 備　　　考 作付面積(ha)H23

はつさやか 2011 九州116号×タチナガハ
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 －



あきまろ 2011 東山系T683×東山系T762 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 －

７）九州・沖縄農業研究センター

品　種　名 育成年度 来　　歴 主　要　特　性 適　　　地 作付面積(ha)H23

ニシムスメ 1990 東山25号×東山95号 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 －

いちひめ 1996 関系２号×ゆめゆたか
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 －

エルスター 2000
(フクユタカ×九交506)×むらゆ
たか

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 22

サチユタカ 2001
(フクユタカ×エンレイ)×エンレ
イ

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

千葉、兵庫、奈良、鳥取、
山口、島根、岡山、広島

3,410

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

九州北部・東海 153

キヨミドリ 2002 黄粉豆-2×群馬青大豆
中生の晩、大粒の小、種皮・子葉とも濃緑、風味に優れた緑豆腐に加工できる、蛋白含
量やや低

九州 36

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

九州 44

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

滋賀 1,049

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

九州 －

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

九州 －

くろさやか 2011 九交870×九交849 黒大豆、晩生だがクロダマルより早熟、多収、大粒、ﾘﾎﾟｷｼｹﾞﾅｰｾﾞ全欠失、白花
九州、中国地方以南の温
暖地

－
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大豆の加工適性 

作物研究所 畑作物研究領域大豆育種研究分野  

戸田恭子 

 

１．豆腐製造法と加工適性 

 

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

て、その品質は種子成分の特性によって大きく左右されると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

豆腐に加工しやすい大豆の条件には、 

（１） 吸水性が安定している。 

（２） 豆乳が絞り易く、抽出量が多い。 

（３） 豆乳の凝固速度が適度である。 

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

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

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

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

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

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

品質評価分科会における豆腐加工適性評価項目を参考として示す。 

 

表１国産大豆協議会品質評価分科会における豆腐加工適性の評価項目 

 百粒重   固形分抽出率 

 裂皮の難易  豆乳粘度  

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

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

 全糖含量(フェノール・硫酸法）  色調（L*, a*, b*) 

 浸漬時溶出固形分 官能（味、香り、食感） 

 

図１ 豆腐製造プロセスの概要 
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２．豆腐形成の化学的メカニズム 1 

 

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

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

以下のような豆腐形成の新しいモデルを提唱した。 

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

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

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

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

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

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

カード形成に関わると考えられている（図２）。豆腐の加工適性には粒子の形成と挙動が重要で

あると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．豆腐の堅さに関わる大豆種子成分の特性 

 

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

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

関わる大豆種子成分の解明がなされてきた。 

 

加熱 

図２ 

（参考文献１より）

図２ 
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３－１．タンパク質含量と豆腐の堅さとの関係 2 

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

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

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

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

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

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

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

関わる成分の重要性が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 凝固剤濃度と豆腐の堅さとの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ タンパク質含量と豆腐の堅さとの関係 

３－２．タンパク質成分と凝固反応性・豆腐の堅さとの関係 

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

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

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

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

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

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

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

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

応の進行が速く、ゲル強度も高くなること等を明らかにした。 

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

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

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

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

れる凝固剤濃度はほぼ一定である。豆乳の凝固反応性に影響を及ぼす 11S グロブリン、7S グロ

ブリンは豆腐加工適性に重要な成分といえる。 
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赤字：７Ｓグロブリン成分 

青字：１１Ｓグロブリン成分 

 

 

図５．大豆種子貯蔵タンパク質の SDS ポリアクリルアミド電気泳動像 

 

３－３．非タンパク質成分と凝固反応性・豆腐の堅さとの関係 

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

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

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

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

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

いう報告がある。我々は、フィチン（酸）が上述のタンパク質凝固反応を阻害する物質である可

能性を考え、種子のフィチン含量を測定し、豆腐の堅さとの関係を調べた 4。図７に示すように、

フクユタカ、サチユタカ、エンレイでは豆乳中のフィチンが増加すると塩化マグネシウム 0.25%

における豆腐の堅さは低下した。しかし、フィチン含量が同じであってもフクユタカはサチユタ

カより常に豆腐が堅くなることから、フィチン含量は品種ごとの豆腐の堅さの違いには関係がな

いとも考えられる。その一方、栽培地、栽培年次の異なる同一品種間のタンパク質含量の変動係

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

チン含量は栽培条件による豆腐の堅さの変動要因の一つになっていることが示唆された。 

近年、豆乳中のフィチンの存在状態が明らかになりつつある。石黒らは、豆乳フィチンはおよ

そ 40%がタンパク質と結合し、凝固剤添加後タンパク質粒子に取りこまれると報告している 5。

今後の研究で、フィチンの挙動がより明らかになっていくことが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 大豆種子のリンについて 
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図７ フィチン含量と豆腐の堅さとの関係 

 

 

 

 

 

３－４．豆腐の堅さを評価する試み 

 

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

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

「大豆の全粒・非破壊による高豆腐破断強度系統の簡易選抜法」を開発している

（http://www.naro.affrc.go.jp/org/tarc/seika/jyouhou/H15/to03028.html）。 

 

４．「堅さ」以外の豆腐加工適性 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

するため、食味にも影響を及ぼすことが指摘されている 6。また、豆腐の甘みにはショ糖など遊

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

脂質酸化生成物が関与することが明らかにされている 7,8。 
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土壌養水分管理による生産安定技術 

 

平成 25 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 

 

最新の大豆に関する栽培生理に関する知見を踏まえ、地下水位制御システム利用や土壌養水分管

理による大豆の安定生産技術に関する研究成果を解説する。 

１．日本の大豆作の現状 

現在、国内の大豆作は約８割が水田転換畑で栽培されており湿害対策が最優先課題である。国

内で過去 25 年間において大豆の平均作付け面積が 1000ha を超えた道県は 30 あるが、その過半は

毎年 1kg/10a 以上のペースで単収が逓減しており、その対策が喫緊の課題である。一方、着実に

増収させている県（佐賀、宮城）も存在し、それら増収させている県では 1ha 以上の団地化面積

比率や本暗渠の施工面積が高く、基本的に排水対策が十分に実施されている(島田信二 2013a)。 

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(住田弘一 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、以前よりも作土層が浅く(千葉県 2001)、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。 

 また、日本は多降水による塩基の流亡、生理的酸性肥料（硫安、塩化カリなど）の投与、酸性

雨などのため、近年、各地で土壌ｐH が低下しているほ場が増えている。土壌ｐHは、土壌中に存

在している養分の形態と水への溶解度に影響を与えるとともに，作物根、根粒、土壌中の微生物

の生理活性も左右し、大豆の収量性に大きな影響を与える（第 1 図）。そのため、土壌ｐH 低下

は近年の大豆収量逓減化の一因と考えられる(島田信二 2013b)。 
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第 1 図 ほ場のｐH が大豆、アルファルファ、

トウモロコシの収量水準に及ぼす影響． 

 (米国ウィスコンシン州の畑ほ場でのデータ、

Peters ら 2005) 
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 また、国内の大豆生産地では、カリ、リン、カルシウムなどの養分に過不足が生じている圃場

がかなり多く見受けられている(島田信二 2013c)。世界最大の大豆生産国であるアメリカ合衆国

では、土壌分析（ｐH、カリ、リン、微量要素など）に基づく適切な肥培管理により着実に増収し

ており、それらを参考にする価値は高い(島田信二 2013d, 島田信二 ら 2013)。 

 

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(島田信二 2011)。 

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。大

豆の根粒は好適な環境下では 1 シーズンで 30kg/10a の窒素を固定可能で、これは大豆単収

400kg/10a の窒素に匹敵し、このように大豆の根粒窒素固定の潜在能力は本来高い(島田信二 
2013c)。 

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(Kiers ら 2003)。 

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

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

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

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

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

あるいは地温の低下や土壌の乾湿などの環境要因によるものと考えられる(島田信二 2011)。 

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(桑
原真人 1986)、その重要性はあまり認識されてきていないといえる。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 
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定は開花期以降ほとんど行われていない(第２図)(野原努 ら 2006)。 

一方、この時の地力由来窒素は気候の変動をあまり受けていないことから、地力向上は不良気

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

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

粒活性に直接的に影響する(第３図)(島田信二 ら 2003)。 

 

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(阿江教治・仁紫宏保 
1983)。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

第４図 根粒窒素固定および光合成におよぼす土壌水分

の影響（短期間の場合）の模式図（島田 2004） 
第３図 根圏の酸素濃度が２品種のエチレン生成

速度に及ぼす影響．
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給に極めて敏感であるため、根粒窒素固定活性を最大にしうる土壌水分範囲は光合成に対してよ

りもかなり狭いと推定される(第４図)(島田信二 2004)。 

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

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

とも近年の大豆生産の不安定さに関与していると思われる。 

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

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

水分と酸素の供給の両立を図る上で好適である

と考えられる。 

  一方、ダイズの葉から水が蒸散する際、土壌

から葉に至る間に水の移動に対して大きな抵抗

が存在しており、ダイズはインゲン、ヒマワリ

に比べてその通導抵抗が大きく、特に根が大き

な抵抗となっており、そのため、土壌水分に恵

まれていてもダイズはしおれ易い作物であると

される。また、干ばつにより光合成が半分に低

下しても外観は全く変わらないため（第５図）、

軽微な干ばつによる減収が実際には頻発している

と考えられる。 

そのため、地下水位の高低は大豆の窒素栄養だけでなく光合成や生育・収量に大きな影響を与え

ることとなる(第６図)(Shimada ら 1995, Shimada ら 1997)。 
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第３図　地下水位がみかけの光合成速度と収量に及ぼす影響.
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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

20062006年年88月月2525日日

30μmol m-2 s-1 

FOEAS -32cm区 明渠排水区

みかけの光合成速度

13μmol m-2 s-1 

  
第５図 軽微な干ばつ時の外観（中央農研） 

20cm 40cm 70cm 100cm 無灌水

第６図 地下水位がみかけの光合成速度と収量に及ぼす影響． 

 みかけの光合成速度の縦線は６反復の標準誤差を示す． 

            （Shimada ら 1995、1997 一部改変） 
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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)が開発された(第７

図)(藤森新作 2007)。 

       第７図 新規地下灌漑システム(FOEAS)の概略図(藤森 2007) 

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

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

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

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

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

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

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

センター編 2009, 藤森新作・小野寺恒雄 2012, Shimada ら 2012)。 

 
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８図）。また、土壌が乾燥した時には一時的に地下水位を上昇させることにより種
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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（第 9 図）。 

 

 

エ）増収効果 

 根粒が着生しない大豆（En1282）では

50kg/10a に満たないような土壌の窒素肥沃度

が低い圃場においても、普通大豆であるタチナ

ガハでは、FOEAS による地下水位の制御によ

って明渠排水のみを行った試験区よりも大きく

増収している（第 10 図）。 

 このように、FOEAS による地下水位の制御

により乾湿害を抑制して根系や根粒の活性を維

持できるので、大豆の養分吸収、根粒窒素固定、

光合成が増大して増収できる。 

 今までに国内の各地で行われた大豆に対する

FOEAS 効果試験をまとめてみると（第 11 図）、

そのほとんどにおいて FOEAS による増収効果が

認められ、特に透水性が悪い粘質な圃場において効果が高い傾向がみられた。ただし、適度な降

雨に恵まれた場合や、FOEAS により大豆の生育が旺盛になりすぎて蔓化、倒伏した場合は、

FOEAS 未施工区に比べて同等の収量や減収する場合もある。現地試験、ライシメータ試験から、

大豆に対する地下水位制御の効果は土壌の種類で異なり、透水性が劣る重粘な土壌で大きく、透水

性、保水性に優れる黒ボク土で小さく（第 12 図）(島田信二 ら 2011)、さらに砂質土壌では漏水

による地下水位維持 
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第９図 地下水位制御が根粒窒素固定量に及ぼす影

響(中央農研) 
 

第８図 不耕起栽培における地下水位制御が出芽率向上に

及ぼす効果． 
「乾燥時」では、一時的に地表が湿る程度に地下水位を上昇

させ、出芽を促進．傾斜は 1/1000．  （中央農研 2009） 
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    地下水位制御が収量に及ぼす影響. 
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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。 

 

４．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(島田信

二 ら 2012)。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

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
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第 11 図 全国各地における FOEAS の増収効果 
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第１2 図 土壌の種類と地下水位が大豆の生産性に及ぼ 

 す影響．           （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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参考になろう。 

 

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、特に土壌の水分と pH 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）への効果も期待される。 
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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 271kg/10a (2007-2011 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 24 年全国田作大豆の割合：約 85％）、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に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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、砕土性の低下等が発生する (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。 

本資料には、湿害を軽減する耕うん同時畝立て播種技術を中心に記載するが、他の方法

については、別途配布する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 

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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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

曲がり方向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 150cm

１畝にすることも可能である（図３右）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２）畝形状・砕土率・所要動力 

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

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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が、均平板の位置の変更により、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。 

 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。 

 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。 

 ３）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・土壌水分･土中酸素濃度 

 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）。 

 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。 

 大豆は根粒が着生しているため、土壌中の酸素濃度が高いと、生育が良好になる。酸素

濃度センサを深さ 10cm と 20cm に埋設し、酸素濃度を

測定すると、降雨が無い場合の酸素濃度は約 20％で、

降雨があると酸素濃度は低下した。しかし、耕うんの

みに比べて畝を立てることにより、排水効果に加え、

畝側面からも空気が供給されるため、酸素濃度の低下

の程度が小さくなると考えられた（図７）。 

 
図５ 畝立ての播種位置 

図４ ３条用耕うん同時畝立て播種作業機 
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２）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。 

 ３）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．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
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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

表２ 大豆収量の例（全刈り調査＋坪刈り調査） 
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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、ダイズで

は、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８）。 

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 24 年には、5,000ha 以上、全国 39 県以上で普及していると推定している。 

 

７．おわりに 

 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、省力化、収量性の向上を目指した狭畦密植栽培（図

９）について、実証試験を行い、長野県の一部地域等で普及している。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．引用文献 

細川寿(2011)ダイズの新たな耕うん・播種技術．農林水産技術研究ジャーナル，34(8)，

40-46 

図８ 実証試験圃場の畝立てと慣行の収量(坪刈り) 

図９ 耕うん同時畝立て狭畝栽培 
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リポ欠大豆の食品加工試験 
 

作物研究所 畑作物研究領域 
羽鹿牧太、高橋浩司 
山田哲也、戸田恭子 

 
１．はじめに 

大豆の消費量は横ばいで、伝統的食品はやや減少

傾向にある。一方大豆の持つ機能性成分の解明が進

むにつれ、健康的な食生活にはより多くの大豆食品

を摂取することが望ましいとされる。そこで豆腐や

味噌といった伝統的食品以外で大豆の消費拡大を図

るべく、新たな大豆加工品の模索が始まっている。 
今回の実習はリポキシゲナーゼ欠失大豆を使っ

たパン、クッキーを作製し、普通大豆で作成したも

のと食味等がどう変化するかを確認することを目的

に実施する。作成にあたっては、酵素の特性を理解

するとともに、各材料の役割を把握してレシピを組み立てることで、今後独自の新規食品の開発

に資することができる。 
例えば、食パンはグルテンの形成を促進するようにすると食感が良くなり、クッキーは逆にグ

ルテン形成を阻害することでさっくりした食感となる。また大豆は粉と蒸煮大豆で食感が若干異

なる。粉状にすることで小麦粉とよく混じるが、クッキーではざっくり感やきなこ風味が出るこ

とがある。蒸煮大豆は十分柔らかくすることでトッピングなどにも使えるが、小麦との色合いか

らは黒大豆が向いている。ただし、蒸煮大豆には水分が含まれており、しっとり感が出る一方、

作成後湿気が出やすいのが難点である。 
作成法として大豆パンはパン焼き器、大豆クッキーはジップロック中での混和と電子レンジ

のオーブン機能を利用することで簡単に作製できる。 

 
２．リポキシゲナーゼ欠失大豆について 
 大豆の青臭みは種子中に含まれるリポキシゲナーゼと

いう酵素が、水系で混和される際に種子や他の食材の脂

質と反応して青臭みの原因物質となる n-ヘキサナールな

どの過酸化脂質を生成するために生じる。食品加工工程

中では加熱処理により酵素を失活させるが、一度生成し

たアルデヒド類は過熱によっても完全には除去できず、

徐々に遊離してくるため、大豆特有の風味の原因となる。 
大豆の種子中にはリポキシゲナーゼが 3 種類（L-1、L-

2、L-3）含まれており、それぞれ最適 pH、生成物等が異

なる。L-1 は pH9 付近が最適で、L-2、L-3 は中性付近が

最適 pH となる。リポキシゲナーゼを遺伝的に全て欠失し

た大豆は日本で始めて開発され、これまでに「いちひめ」
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「エルスター」「すずさやか」「きぬさやか（リポ欠・サポニン欠）」「くろさやか（黒大豆）」など

が育成されている。 
 リポキシゲナーゼ欠失大豆で豆腐を作成すると、通常青臭みはコクとして認識されるため、コ

クのないあっさりした豆腐となり、普通大豆に比べて食味評価は低くなる。 
一方、大豆粉を小麦粉等と混和してクッキーなどを作成する場合は、リポキシゲナーゼが働か

ないため、過酸化脂質由来の青臭みが生じないことから、普通大豆に比べて食味評価は向上する。 
重曹などの影響で pH が中性付近となり L-2 が働くことで過酸化脂質が生じ、加工後も青臭み

若干残る。これが普通大豆粉のクッキーの食味評価低下の原因となる。 

 
３．大豆パンの作成 

①材料 
小麦粉：デンプンはパン生地の骨格形成、タンパクはグルテン形成。 
バター：風味を整える、生地のきめを細かくする、脂肪が生地のガス保持（グルテンの補

助） 
スキムミルク：味・香りを整える 
水：小麦粉のグルテンを形成する。 
砂糖：風味・香りを良くする。酵母の栄養分。 
塩：グルテン形成促進、味付け、雑菌抑制 
ドライイースト：乾燥して長期保存を可能にしたパン酵母。 
大豆粉：しっとり感をだすが、多くなると膨らみが足りなくなる。比容積の確保の点からは

10%程度が限度。できあがりは「もっちり」とした食感になるが、空隙が多くな

る。小麦粉に比べ機能性成分を多く含む。緑大豆を用いると薄い緑の、黒大豆を

用いると黒糖パンのような色合いになる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大豆粉を加えて作製したパンの例 
（左から普通大豆、緑大豆、黒大豆、小麦粉のみ） 

 
 
②分量 

表１に従って準備する。今回は大豆粉パンの分量でリポ欠大豆粉（エルスター）と普通大

豆粉（フクユタカ）のパンを作成する。 

 
③手順 
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(1)小麦粉、バター、スキムミルク、大豆粉、水の順にパン焼き器に投入する。 
(2)気温が高いときは発酵過多になるので水などの材料を冷却して用いる。 
(2)ドライイーストを投入孔に入れる。 
(3)パン焼き器の食パン機能を利用して焼き上げる（約 4 時間） 
(4)焼き上げ後は熱いうちに取り出す。 

 
表 1 大豆

パンの分量

表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．大豆クッキー 
①材料 

小麦粉：薄力粉を用いる。多いと堅めのクッキ

ーとなる。強力粉だとグルテン形成によ

りパン風になる。 
バター：こく・食味を整える。空隙を作ってさ

っくり感を出す。グルテン形成を阻害す

る。 
砂糖：風味・香りを良くする。 
卵白：卵白はタンパク質による凝固作用でクッ

キーを堅くする。泡立てることで空隙を作りさっくり感が出る。水分が出るので焼

きによっては湿気やすい。 
卵黄：レシチンによる乳化作用、味・香りを整える。 
ベーキングパウダー：発泡により間隙を作り、クッキーをさっくり仕上げる。重曹に酸化促

進剤等が配合されたものなので、重曹より反応が早い。 
大豆粉：レシチンの乳化作用、脂質はグルテン形成阻害。小麦粉に比べ機能性成分を多く含

む。普通大豆の生大豆粉は青臭みの発生が多いので処理済みの大豆粉かリポ欠大

単位は全てg 基本 大豆粉パン 蒸煮大豆パン 豆乳パン

強力粉 250 225 225 250

大豆粉 25

蒸煮大豆 65

バター 10 10 10 10

砂糖 17 17 17 17

スキムミルク 6 6 6

豆乳 56

塩 5 5 5 5

水 180 180 140 130

ドライイースト 2.8 2.8 2.8 2.8

備考 大豆粉10% 有色大豆 豆乳使用
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豆の大豆粉を用いる。焼きが強いとやや粉っぽく感じたり、きなこ風味が出たり

する。 
蒸煮大豆：柔らかいので練り込みが楽。しっとり感が出る。水分が出るので湿気やすい。 

 
②分量 

表 2 に従って分量を準備する。今回は蒸煮大豆（ういろう豆）はトッピングに使用し、ク

ッキーに練り込まない。 
 
③手順（今回は１種類のみ作製、別途試食用にできたものを準備） 

(1)厚手のジップロックにバターを入れて常温に戻す。 
(2)砂糖、蒸煮大豆を(2)と混和してさらさらになるまでよくこねる。蒸煮大豆は指でつぶし

て混ぜ込む。 
(3) 卵黄を(2)に加えてよくこねる。 
(4)小麦粉、ベーキングパウダーを(3)にさっくりと混和する（練らない）。 
(5)重曹を使う場合は 30 分ほど冷蔵庫で寝かす。 
(6)ジプロックの端を切り、クッキングシートを敷いたプレートに(4)を適当な大きさで絞り

出す。 

(7) 電 子 レ ン

ジ の オ ー

ブ ン 機 能

を 使 っ て

(5)を焼く。 

 
表 2 大 豆 ク ッ

キ ー の 分

量表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．おわりに 
豆乳中に含まれるタンパク質を塩化マグネシウムなどのにがりで凝固させたものが豆腐であ

る。タンパク質を凝固させるにはカルシウム、マグネシウムなどの凝固剤以外に、タンパク質が

単位はすべてg 小麦粉 大豆粉 蒸煮大豆

バター 40 40 40

薄力粉 100 50 50

砂糖 25 25 25

ベーキングパウダー 0.8 0.8 0.8

卵（1個60g) 30 30 30

大豆粉 50

蒸煮大豆 50

合計 195.8 195.8 195.8
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酸性になると沈殿する特性を利用する方法がある（酸沈殿）。GDL（グルコノデルタラクトン）

を用いて豆腐を作る手法は酸沈殿を利用した豆腐製造法である。 
タンパク質の酸沈殿を利用することで、新たなタイプの飲み物を作ることができる。例えばパイ

ンジュースやオレンジジュースなどの酸性の飲料と豆乳を混ぜることで、酸沈殿により豆乳中の

タンパク質が凝集し、ヨーグルトドリンク風の飲み物となる。ジュースの種類や配合割合を変え

ることで、食感や風味を変えることができ、豆乳が苦手な人にも飲みやすくすることができる。 
このように食材の特性を十分理解して加工することにより、大豆の新規食品の開発をスムーズ

に進めることができる。 

 



80 
 

革新的農業技術習得研修「大豆の高位安定性生産技術」テキスト 

2013 年 9 月 5 日 

 

大豆におけるマーカー育種 

 

近畿中国四国農業研究センター 作物機能開発研究領域 

大豆育種研究グループ  高田吉丈 

 

 

１．はじめに 

 ダイズはタンパク質や脂質に富んだ作物で、その用途は食用、油糧用、飼料用、工業用な

どの原料として多岐にわたり、日常生活に不可欠である。近年、新興国の旺盛な消費などか

ら、年々世界のダイズ需要が増加している。このような状況下、各国で生産性向上や有用形

質の改良などを目標に育種・研究が進められている。そして、さらなるダイズ研究の進展お

よびゲノム情報を利用した新たな育種の推進には、ゲノム研究基盤の整備が重要な鍵とな

る。1990 年代から国内外で RFLP マーカーや SSR マーカー等の分子マーカーによる連鎖

地図の作製が進められ、20 の染色体に収束する分子連鎖地図が作製された。2006 年 1 月に

米国エネルギー省（DOE）と農務省（USDA）が共同でダイズゲノム塩基配列解読プロジェ

クトを実施すると発表し、2008 年 1 月にはダイズゲノムの予備的な assembly（構築）と

annotation（注釈づけ；ゲノム情報に遺伝子と機能を割り当てること）が Web サイトの

Phytozome（www.phytozome.net）で公開され、さらに同年 12 月には、染色体ベースの

assembly と annotation のデータベース「Glyma1.0」が公開され（現在、「Glyma1.1」）、

ダイズゲノム情報が誰にでも利用可能な環境が整った。その他のデータベースとして、農業

生物資源研究所の「DAIZUbase」が利用できる。また、ダイズゲノム塩基配列解読の成果

は、「Nature」(2010 年 1 月 14 日号）に掲載され、これらの情報はダイズの有用な遺伝形

質の解析や分子マーカー利用による優良ダイズ品種開発の効率化に貢献するとともに、マ

メ科植物の生理生態の解明のツールとして期待される。 

 

 

２．マーカーを用いた育種法 

（１）DNA マーカーとは 

 育種選抜において目的の遺伝子と連鎖関係にある目印（マーカー）を利用できれば、目的
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遺伝子を導入した個体（または系統）を高い確率で選ぶことができる。遺伝マーカーは、表

現型マーカーと DNA マーカーに分けられる。表現型マーカーは品種間で差異のある形質を

マーカーとして利用するもので、例えば、ダイズの花は紫花と白花の２種類あり（紫花が白

花に対して優性）、目的遺伝子と白花が連鎖関係にあれば、白花をマーカー（目印）として

選抜できる。しかし、表現型マーカーの欠点は数が限られることである。他方、DNA マー

カーは、目的遺伝子あるいはその近傍に存在する、品種や系統間のゲノム塩基配列の違いを

マーカーとして利用する。ゲノム全体には、品種間に多数の塩基配列の違いがあるため、大

量に DNA マーカーを作出することが可能である。さらに、全ゲノム塩基配列情報の利用に

より、希望の染色体領域に DNA マーカーを作ることも可能である。DNA マーカーの作製

にあたり、目的遺伝子にマーカーを設定できれば組換えが起こることはないが、目的遺伝子

と連鎖しているマーカーを作製した場合は、組換えの可能性があることに留意して使用す

る。 

 

 

（２）DNA マーカーの種類 

①RFLP（Restriction Fragment Length Polymorphism）マーカー 

 ゲノム DNA を制限酵素で切断したときに生じる断片の長さの差異（多型）を利用したマ

ーカー。制限酵素切断断片が付着したナイロン膜に DNA プローブを結合させるサザンハイ

ブリダイゼーション法で検出する。共優性マーカー。 

 

②SSR（Simple Sequence Repeat）マーカー 

 マイクロサテライト（Microsatellite）ともいう。2～5 塩基の繰り返し配列（ATT や CT

など）がゲノム全体に散在しており、品種間で繰り返し配列の回数に違いがある。繰り返し

領域の外側の配列からプライマーを設計し、PCR 増幅による断片の長さの差異を利用した

マーカー。ゲノム塩基配列情報を利用すれば、ゲノム上の目的領域にピンポイントでプライ

マーを設計することも可能である。共優性マーカー。 

 

③SNP（Single Nucleotide Polymorphism）マーカー 

 ゲノム塩基配列中の１個の塩基置換による差異を利用したマーカー。SNP はゲノム中に

高頻度（数百～千塩基に１個）で存在するため、非常に多くのマーカーを作ることができる。

共優性マーカー。 
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④RAPD（Random Amplified Polymorphic DNA）マーカー 

 任意の配列からなる短いプライマー（10 塩基前後）により PCR 増幅される断片中に偶然

検出される差異を利用したマーカー。精度や再現性が劣る。ゲノム塩基配列情報の無い種に

用いられる場合が多い。優性マーカー。 

 

⑤AFLP（Amplified Fragment Length Polymorphism）マーカー 

 2 種類の制限酵素の組合せによりゲノム DNA を切断した断片にアダプターを結合させ、

PCR 増幅により検出される差異を利用したマーカー。1 組のプライマーで多数の増幅断片

が得られる。優性マーカー。 

 

⑥CAPS（Cleaved Amplified Polymorphic Sequences）マーカー 

 PCR 増幅断片を制限酵素により切断し検出される差異を利用したマーカー。共優性マー

カー。 

 

⑦In/Del（Insertion / Deletion）マーカー 

 ゲノム塩基配列中の Insertion（挿入）または Deletion（欠失）を利用したマーカー。SSR

マーカーはこの 1 種である。共優性マーカーまたは優性マーカー。 

 

※②～⑦は PCR を利用したマーカーである。ダイズでは、解析操作が容易で、 

マーカー数も充実している SSR マーカーがよく利用されている。 

 

 

（３）ダイズにおける DNA マーカー選抜 

①解析材料 

 DNA マーカー選抜を行うためには、使用する DNA マーカーを開発しなければならない。

そのためには、目的形質の遺伝子源となる品種・系統や遺伝資源が存在すること、目的形質

の表現型評価方法が確立していること、目的形質を有する品種・系統や遺伝資源を交配母本

とした解析材料が作成されていることが必要である。特に形質の表現型評価方法はマーカ

ー決定の重要な要因であるため、安定した再現性の高い方法を確立することが望まれる。ま

た、解析材料については、養成途中での欠株等によって解析材料に遺伝背景の偏りが生じる

と正確なマーカー解析が困難になる場合があるので、材料養成は十分な注意を払い、丁寧に

行う。主な解析材料は次の通り。 



83 
 

・F2集団： 

材料養成は容易だが、自殖を進めると遺伝子型が変化するため反復実験ができない。F2個

体単位で評価できない形質は、F2個体毎に収穫した F3を使って評価する。 

 

・RILs（組換自殖系統群）： 

 単粒系統法により、各 F2 個体を繰り返し自殖して作出する。ヘテロ型の領域がどちらか

の交配親の遺伝子型で固定される。実験の供試材料としては F6 以降の世代を使用する。染

色体全体の遺伝子型がほぼ固定しているため、反復実験が可能。 

 

・BILs（戻し交配組換自殖系統群）： 

 戻し交配を一度行い、以降 RILs と同様に操作し作出する。理論上、BC1F7では約 75%の

領域が反復親型、約 25%が１回親型の遺伝子型に固定される。戻し交配をすることで、遠

縁交雑で生じる不稔性等の障害を回避する。RILs 同様に反復実験が可能。 

 

②DNA 抽出 

 DNA は、葉あるいは種子（子葉部分）から抽出する。なお、交雑種子や F2種子を使う場

合、子葉と種皮の世代が１世代ずれていて遺伝子型が異なるため、種皮の混入が PCR の結

果を左右することがあるので種皮を抽出サンプルに入れないように注意する。RILs 等の世

代が進んで固定した系統の種子をサンプルにする場合には、種皮の混入をそれほど気にす

る必要はない。 

DNA マーカー開発のためのマッピングには、比較的多くの DNA 量を必要とするため、

CTAB 法により抽出する。また、大量のサンプルを処理する場合に、DNA 自動抽出装置が

使用できれば、DNA 抽出に費やす時間や労力を大幅に軽減できる。 

我々の研究グループでは DNA 自動抽出装置を所有しておらず、また、CTAB 法は操作が

煩雑であることから、通常 DNA は簡易抽出法で行っている。ダイズの SSR マーカーは、

簡易抽出法により得られた粗 DNA を鋳型にした PCR でも十分に増幅される。簡易抽出法

の DNA 抽出液の組成は、200mM Tris-HCl (pH7.5)、250mM NaCl、25mM EDTA、0.5% 

SDS（種子の時のみ添加）である。操作手順（種子）は次の通り。 

ⅰ）約 10mg の種子粉あるいはカッターで削った種子片に DNA 抽出液 1ml を加える。 

ⅱ）ボルテックス後、室温で１時間撹拌する。 

ⅲ）遠心後、水層を新しい 1.5ml チューブへ移す。 

ⅳ）水層の 3/4 倍量のイソプロパノールを加えて混合する。 
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ⅴ）遠心後、上清を捨てて、70%エタノールで洗浄する。 

ⅵ）風乾後、滅菌水に溶解して PCR に使用する。 

※葉をサンプルにする場合は、ⅱ）が「DNA 抽出液の色が緑色になるくらいに葉をつぶす」

となり、１時間の撹拌は必要ない。その他は同じである。 

 

③ダイズの選抜に利用できる DNA マーカー 

 現在、ダイズの DNA マーカー選抜が可能な主な形質を列記する。なお、農水省委託プロ

ジェクト等において新たな DNA マーカーの開発やマーカーの高精度化が進められている。 

・ダイズモザイクウイルス抵抗性（A, B 系統）：Rsv1［サチユタカ、フクユタカ等］ 

・ダイズモザイクウイルス抵抗性（A, B, A2 系統）：Rsv1［エンレイ、タチナガハ、リュウホウ等］ 

・ダイズモザイクウイルス抵抗性（A, C, D, A2 系統）：Rsv3 

・ダイズモザイクウイルス抵抗性（A, B, C, D, E, A2 系統）：Rsv4 

・ダイズわい化病抵抗性：Rsdv1 

・茎疫病抵抗性：rps1 

・葉焼病抵抗性：rxp 

・ダイズシストセンチュウ抵抗性：rhg1, rhg2, Rhg4 

・ハスモンヨトウ抵抗性：CCW-1, CCW-2 

・アブラムシ抵抗性：Raso1 

・難裂莢性：qPDH1 

・開花期：E1, E2, E3, E4 

・伸育型・草型：Dt1, Dt2 

 

④DNA マーカー選抜の適用例 

ダイズ育種における DNA マーカー選抜の活用場面のひとつに、連続戻し交配による「フ

クユタカ」「エンレイ」などの主力品種への病虫害関連形質や難裂莢性の導入があげられる。

これまでに、「フクユタカ」にハスモンヨトウ抵抗性を導入した「フクミノリ」（2009 年育

成）および「サチユタカ」に難裂莢性を導入した「サチユタカ A1 号」（2012 年育成）の２

品種が DNA マーカー育種により育成されている。ここでは、「サチユタカ A1 号」の育成

について紹介する。 

「サチユタカ」は近畿・中国地域で作付されており、耐倒伏性を有し多収で、子実の蛋白

質含量が高く、豆腐加工適性に優れる品種であるが、裂莢し易いという欠点があり、収穫ロ

スの原因になっている。この欠点のみを改良するために DNA マーカー選抜と戻し交配を併



85 
 

用して、短期間で開発されたのが「サチユタカ A1 号」である。難裂莢性は劣性の１遺伝子

支配であるため、通常の表現型による選抜と戻し交配の併用では、難裂莢性検定により F2

集団の中から戻し交配の花粉親となる個体を選抜する必要がある。このため、交配から次の

戻し交配（交配→F1→F2（検定）→F3（花粉親））までの期間に 3 年を要する。この方法で

「サチユタカ A1 号」を育成した場合、交配を 6 回行っているので、単純計算で交配過程だ

けで 18 年の年月を費やすことになる。実際には、DNA マーカー選抜と 1 年に複数回の戻

し交配により、約 4 年で交配過程を終え、この後、系統選抜および生産力検定試験等を経て

育成を終了した。「サチユタカ A1 号」の農業特性は「サチユタカ」とほぼ同等であるが、

収量性がやや高い傾向を示す一方で、子実の蛋白質含量がやや低い傾向を示した（ただし、

統計上の有意差は無い）。この原因は特定されていないが、難裂莢性遺伝子の多面発現ある

いは原因遺伝子を含むゲノム領域の残存等が考えられる。 

 また、DNA マーカー選抜はピンポイント改良育種以外に、初期世代の集団展開前選抜や

中期世代の個体選抜・系統選抜に利用できる。この場合、DNA は種子から抽出し、希望す

る遺伝子型の種子のみ圃場に播種して世代を進める。米国の民間種子会社では、全ての育種

材料について DNA マーカー選抜を毎世代実施しており、マーカー選抜の全行程が自動化さ

れているが、当然ながら莫大な費用がかかる。国内の育成地では、費用や労力の面から全て

の育種材料に DNA マーカー選抜を行うことは不可能であるが、徐々に活用範囲を広げてい

きたい。そのためには、費用対効果を考慮して、マーカー選抜を適用する交配組合せや使用

する DNA マーカーを選択すること、あわせてマーカー解析のコストダウンを図る必要があ

る。 

 

 

（４）おわりに 

ダイズ育種において DNA マーカーは、すでに強力な選抜ツールになっており、例えばマ

ーカー選抜による病虫害抵抗性遺伝子の導入は、ウイルス病等の生物検定が難しい場所で

の抵抗性育種を可能とした。現在のところ DNA マーカー選抜に利用できる形質の数は限ら

れているが、将来は質的形質のみならず、収量性、湿害抵抗性や子実成分など量的形質の選

抜マーカーの開発が見込まれ、短期間での優良品種育成が期待される。 

 新たな DNA マーカーの活用方法として、変異体を探索する試みが進められている。近年、

ダイズやその他の植物において重要形質の遺伝子が単離され、多数の遺伝子情報の蓄積が

進んでいる。これら遺伝子情報から目的形質の遺伝子のマーカーを作製し、これを用いて突

然変異を誘発した集団から目的形質の遺伝子が壊れた変異個体を探索する。作出された変
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異体ライブラリーの中には、これまで日本のダイズ品種には無かった新しい形質を持つ変

異体が見出される可能性もあり、これらは今後のダイズ育種の重要な遺伝資源になると考

えられる。 
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大豆害虫の生態と管理

農研機構 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 H25 年 7 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。



- 93 -

（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（ダントツ粒剤など）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、播種時にダントツ粒剤などを播種溝散布する、あるいはクルーザー FS30 を種子

に塗沫処理して播種する。

（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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