
令和元年度試験研究主要成果一覧

NO 部門 研究機関名 成果情報名

1 普通作 生工研・農研
水稲新品種候補「ひたち IL3 号」の育成と奨励品種採用
　　　　　　　➡「イネ縞葉枯病抵抗性品種「ふくまるＳＬ」の育成」本誌３頁掲載

2 普通作 農研 小麦「さとのそら」の早期播種技術
3 普通作 農研 小麦「さとのそら」の早期播種技術の導入効果

4 普通作 農研
二条裸麦「キラリモチ」の安定栽培法と経済性評価
　　　　　　　➡本誌５頁掲載

5 普通作 農研 茨城県における水稲栽培期間の気象変化
6 普通作 農研 温暖化による「コシヒカリ」の１等米比率低下リスクと作期移動の限界
7 普通作 農研 「コシヒカリ」栽培における全量基肥施肥診断技術
8 普通作 農研 茨城県内水田土壌における有機物の減少について
9 普通作 農研 「夢あおば」の生育指標と生育に応じた窒素追肥法
10 普通作 農研 「月の光」の生育指標と生育に応じた窒素追肥法
11 普通作 農研 イネ縞葉枯病に対する新規系統育苗箱施用剤の防除効果
12 普通作 農研 水田の耕起時期がヒメトビウンカの越冬量に及ぼす影響
13 普通作 農研 イネばか苗病菌のプロクロラズ剤に対する感受性低下と有効薬剤
14 普通作 農研 茨城県内に発生するイネいもち病菌のQoI 剤およびMBI-D 剤に対する感受性
15 普通作 農研 小麦「さとのそら」における生育期の湿害判定指標

16 普通作 農研
二条裸麦「キラリモチ」の安定生産のための適切な播種期と播種深度
　　　　　　　➡本誌５頁掲載

17 普通作 農研 日本麺用小麦の高品質化　－�ICT を活用した事例�－
18 普通作 農研 圃場の排水性に応じた播種技術の適用による麦・大豆の多収栽培技術
19 普通作 農研 麦類の収穫物に混入したカラスムギ種子の低減技術
20 普通作 農研 大豆の不耕起播種栽培は帰化アサガオ類の発生を低減する
21 普通作 農研 安価な測色計を用いた黒ボク土畑土壌全炭素含量の簡易測定法
22 普通作 農研 温暖化が「コシヒカリ」の生育・収量に及ぼす影響
23 普通作 農研 土壌の化学・物理性等に着目した大豆多収阻害要因の実態調査
24 普通作 生工研 雨よけハウスに設置した砂充填ベッドを活用した大豆の乾燥耐性検定法
25 普通作 生工研 育成初期のDNAマーカー利用は高度な病害虫抵抗性を示す大豆育成系統を正確に選抜できる

26 普通作 山間特産
チャトゲコナジラミの発生消長と天敵を活かした防除
　　　　　　　➡本誌６頁掲載

27 野菜 園研
トマト黄化葉巻ウイルスを迅速診断できる簡易検出キットの開発
　　　　　　　➡本誌４頁掲載

28 野菜 園研 天敵利用ピーマン抑制栽培におけるうどんこ病に対する防除体系
29 野菜 園研 春植えタマネギは端境期出荷が可能である
30 野菜 園研 レンコンにおける石灰窒素の肥効および養分吸収特性を考慮した窒素施肥法
31 野菜 園研 冬どりハクサイにおける土壌診断に基づく窒素適正施肥法
32 野菜 農研 海外輸出向けサツマイモの腐敗防止技術「ダブルキュアリング法」
33 野菜 農研 早堀り栽培サツマイモ「べにはるか」の低温貯蔵による食味向上技術
34 野菜 園研 ハウス内日平均気温及び昼夜温差の変化がトマトの生育に及ぼす影響

35 野菜 鹿島特産
炭酸ガス施用・ミスト噴霧によるピーマン生産技術
　　　　　　　➡本誌７頁掲載

36 野菜 農研 リーファーコンテナを利用したサツマイモの簡易なダブルキュアリング法
37 野菜 農研 早堀り栽培サツマイモ「べにはるか」における焼きいも糖度の推定
38 野菜 農研 豚ぷん堆肥を用いたサツマイモ「ベニアズマ」のデンプン含量向上技術
39 野菜 農研 水田転換畑におけるタマネギ栽培に適した地下水位及び定植時砕土率の解明
40 野菜 園研 タマネギ秋移植栽培における局所施肥・減肥栽培技術
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令和元年度試験研究主要成果一覧

NO 部門 研究機関名 成果情報名
41 野菜 園研 キャベツ露地春どり作型における品種、定植時期及び被覆資材の影響
42 野菜 園研 露地初夏どりキャベツにおける石灰欠乏症対策を主目的とした品種比較
43 野菜 園研 レタスに発生するネグサレセンチュウ類被害の特徴および防除対策
44 野菜 園研 線虫対抗植物・マリーゴールド「グランドコントロール」の直播技術
45 野菜 生工研 簡便なレンコン品種識別技術が混種のない種ハスの生産に活用できる　
46 野菜 園研 レンコンにおける防カビ、結露防止機能付与ＭＡフィルムの品質保持効果
47 野菜 園研 レンコン田土壌のアンモニア態窒素の簡易評価法
48 野菜 山間特産 食用ホオズキの黄色灯設置による害虫被害防止効果
49 野菜 園研 ハウス内気温変化がトマト花色に及ぼす影響
50 野菜 鹿島特産 ピーマン加温半促成栽培における夜温管理による重油消費削減効果
51 野菜 農研 サツマイモ「ふくむらさき」のアントシアニン含量の特性と栽培方法による変動
52 野菜 農研 茨城県のサツマイモ圃場におけるサツマイモネコブセンチュウのSPレース
53 野菜 園研 ダブルキュアリング法がサツマイモの呼吸量に及ぼす影響
54 野菜 園研 ダブルキュアリング法がサツマイモ（焼きいも）の食味官能評価に及ぼす影響
55 野菜 園研 年内掘り向け優良系統「パワー」及び「ひたちたから」の最適栽植密度
56 野菜 生工研 開発したDNAマーカーを用いることで、レンコンの品種を識別できる　
57 野菜 園研 レンコンの長期輸送（貯蔵）に適する温度およびガス濃度
58 野菜 園研 国内トラック輸送振動再現下でのイチゴ果実の包装形態別損傷評価
59 野菜 生工研 メロン赤肉母本「RP20」は県内発生うどんこ病に抵抗性の品種育成に活用できる
60 野菜 園研 栽培期間中の窒素無機化量の推定による適正施肥指針の作成
61 野菜 園研 豚舎排水から回収したMAP資材の肥料効果
62 野菜 園研 水田転換畑において改良型アップカットロータリ耕により排水性が向上する
63 野菜 園研 堆肥と緩効性窒素（ウレアホルム）を組み合わせた新規混合堆肥複合肥料の肥効特性
64 野菜 園研 紫色 LED照射は天敵タバコカスミカメの移動定着を促し防除効果が向上する
65 果樹 園研 ナシ「恵水」の樹体ジョイント仕立てによる早期多収
66 果樹 園研 ナシ「恵水」における小玉果発生低減のための摘果基準を用いた修正摘果
67 果樹 園研 ナシ「恵水」成木における高品質多収のためのせん定時の側枝配置
68 果樹 園研 収穫後のナシ「恵水」果実に対する1- ＭＣＰ処理の品質保持効果
69 果樹 園研 12月まで冷蔵したナシ「恵水」果実に対する1- ＭＣＰ処理の品質保持効果
70 果樹 園研 船便輸出後の長期冷蔵を想定したナシ「幸水」に対する1- ＭＣＰ処理の品質保持効果
71 果樹 園研 米国輸出向け果実袋を被袋したナシ「幸水」、「豊水」の成熟特性
72 果樹 園研 「ぽろたん」の省力型樹形は収量を維持しつつせん定時間が短縮できる
73 花き 園研 高温耐性に優れる８月盆向けの小ギク品種
74 花き 園研 グラジオラス抑制栽培における適品種
75 花き 園研 ネコブセンチュウ類によるグラジオラスの連作障害と防除対策
76 花き 生工研・園研 穂やけ症に強い黄色グラジオラス新品種候補「ひたち11号」（仮称）
77 花き 生工研 キク矮化ウイロイド抵抗性品種のスクリーニングおよび母本利用
78 花き 園研 バラの改良切り上げ方式による増収効果の品種間差
79 花き 生工研 日持ち性に優れる国産バラ品種育成のための中間母本の育成
80 花き 鹿島特産 センリョウ３年生株の光合成特性
※１　下地がクリーム色の成果は本誌各頁に掲載しております。
※２　成果の詳細については研究機関のホームページをご覧ください。
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