『果樹種苗』目次（N0.121～124）
第121号（2011.2）

第122号（2011.5）

協会設立30年
グラビア
日本果樹種苗協会設立30周年を祝う

グラビア
果樹情勢

種苗法に基づく果樹の新登録品種
新品種による果樹産業の振興と課題
― リンゴ産業を例に ―

種苗行政

品種育成者権の遵守と的確な品種表示を考える

品

大分県における果樹品種の動向と展望

農林水産省生産局知的財産課長 遠藤順也
農研機構果樹研所長 長谷川美典

日本果樹種苗協会設立30周年記念講演
果樹の品種・品質への果物屋の思い
日本果物商業協同組合連合会 会長 林 武幸

果樹産業の新たな展開へ

JA全農長野 顧問 小池洋男
（社）日本果樹種苗協会 事務局長 増田哲男

種

― 果樹苗木業への期待 ―

大分県農林水産研究指導センター
農業研究部果樹グループ
温州ミカンチームリーダー 川野達生
ナシ・ブドウチームリーダー 福田賢二

(社)日本果樹種苗協会 顧問 間苧谷徹

日本果樹種苗協会設立30周年を迎えた記念事業
農産漁村の６次産業化の推進について
行
政
農林水産省総合食料局食品産業企画課課長補佐 吉岡崇治

品

種

鳥取県におけるナシの品種動向と展望について

育

種

カンキツの新品種育成とウイルス・ウイロイドへの対策

加工利用

鳥取県農林総合研究所園芸試験場 果樹研究室長 角脇利彦
（独）農研機構果樹研究所カンキツ研究チーム長 吉岡照高

果樹苗木・果物つくりにかける 第４回 古賀政敏 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力
第１回 土屋善揚 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第245回公表
パパイヤ種「石垣ワンダラス」
第246回公表
温州みかん種「いち陽」
第248回公表
かんきつ属「大分果研３号」
第249回公表
きんかん属「宮崎夢丸」
第250回公表
日本なし変種「はるな」
第252回公表
おうとう種「出羽衣」
果種協だより

第12３号（2011.８）
グラビア
果樹行政

種苗法に基づく果樹の新登録品種
平成23年度夏期果樹種苗研修会
優良品目・品種への転換推進等の対策実施について

奈良県農業総合センター果樹振興センター
特産開発チーム 総括研究員 濱崎貞弘

病

害

果樹苗木・果物つくりにかける 第５回 小坂憲史郎 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第２回 原田寿晴 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第255回公表
すもも種「秋さやか」
ぶどう属「BKシードレス」
第257回公表
くり属「美玖里」
パッションフルーツ種「ソフトタッチ」
第258回公表
りんご属「浅間クチーナ」
りんご属「メイ１７」
りんご属「高野１号」
りんご属「高野２号」
りんご属「高野３号」
りんご属「サワールージュ」
果種協だより

第124号（2011.11）
グラビア
果樹行政

育

種

山梨県果樹試験場の育種への取り組み

栽

培

肥沃で深い土層または急傾斜地にむいた「青島温州」のヒ
リュウ台木利用

日本園芸農業協同組合連合会

静岡県東部農林事務所生産振興課 園芸班 班長 落合俊二
岐阜県中山間農業研究所 主任専門研究員 宮本善秋

果樹苗木・果物つくりにかける 第６回 河田誠吾 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第３回 松澤正樹 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第259回公表 かんきつ属「はるひ」、 温州みかん種「陽一郎」
りんご属「もりのかがやき」

うめ種「翠香」
もも種「夏のきらめき」

２６０回公表
２６２回公表
果種協だより

日本なし変種「幸水アクア」
ラズベリー種「RAFZAQU」
きいちご類「APF-12」、 きいちご類「APF-8」
すのき（ブルーベリー）属「RYOKU NH-1」
すのき（ブルーベリー）属「RYOKU NH-2」
すのき（ブルーベリー）属「RYOKU NH-3」
すのき（ブルーベリー）属「NU105」
ぶどう属「クイーンニーナ」
もも種「きなつ」
かんきつ属「津之望」、 かんきつ属「オーラスター」
もも種「つきかがみ」
ぶどう属「サンヴェルデ」

技術主管 高辻豊二

（社）日本果樹種苗協会 事務局長 増田哲男

品種動向

和歌山県における果樹品種の動向と展望
和歌山県農林水産総合技術センター
果樹試験場栽培部 主査研究員 中地克之
果樹試験場かき・もも研究所 副主査研究員 堀田宗幹
副主査研究員 熊本昌平
果樹試験場うめ研究所
主査研究員 根来圭一

山梨県果樹試験場育種部生食ブドウ育種科 雨宮秀仁

モモ台木品種「ひだ国府紅しだれ」の育成とその特性

種苗法に基づく果樹の新登録品種
産地振興に活用されている温州ミカンなど優良品種
カンキツ新品種による果樹産業の振興と課題
福島第一・二原発事故、放射能と果樹苗木生産

新潟県における果樹品種の動向と展望
新潟県農業総合研究所園芸研究センター
育種栽培科専門研究員 本永尚彦

イチジク株枯病の発生生態と太陽熱消毒による防除
愛知県農業総合試験場環境基盤研究部
病害虫グループ 主任研究員 永井裕史

財団法人中央果実生産出荷安定基金協会
果樹経営支援対策事業担当 森崎育男

品種動向

奈良県におけるカキ紅葉・加工用途向けのカキの生産と
今後の展望

病

害

果樹の根頭がんしゅ病を巡る技術開発の現状
（独）農研機構果樹研究所ブドウ・カキ研究領域
上席研究員 須崎浩一
（地独）青森県産業技術センター
りんご研究所病虫部 研究管理員 福士好文

果樹の根頭がんしゅ病アンケート調査の取りまとめ
（社）日本果樹種苗協会 専務理事 駒村研三

果樹苗木・果物つくりにかける 第７回 岡田 誠 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第４回 櫻井茂雄 氏
若 い 力
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に係る種苗法に基づく
登録出願公表品種及び登録品種の通常利用権の許諾に関する業務の
実施について（平成23年度）
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第263回公表 もも種「黄世輝」
きいちご類「ウォシュタ」
第264回公表 きんかん属「宮﨑王丸」
第269回公表 温州みかん種「木本早生」
すのき（ブルーベリー）属「スプリングハイ」
すのき（ブルーベリー）属「スプリングワイド」
果種協だより

『果樹種苗』目次（N0.125～128）
第125号（2012.２）
グラビア
果樹情勢
品種動向

第126号（2012.５）

種苗法に基づく果樹の新たな出願公表品種および登録品
種ほか
ニュージーランドにおける果樹栽培と種苗生産の現状

グラビア
行
政

（独）農研機構果樹研究所カンキツ研究研究領域
主任研究員 古藤田信博

種苗情勢

新法人への移行と果種協の新たな事業展開（１）

静岡県における果樹品種の動向と展望

品種動向

青森県における果樹品種の動向と展望

農林水産省生産局園芸作物課 課長補佐 高田文子
一般社団法人日本果樹種苗協会 専務理事 駒村研三

静岡県農林技術研究所果樹研究センター
栽培育種科 主任研究員 寺岡 毅

育

種

機能性・加工適性に優れるカンキツ新品種

（地独）青森県産業技術センターりんご研究所
品種開発部 主任研究員 後藤 聡

栽

培

（独）農研機構果樹研究所カンキツ研究研究領域
上席研究員 吉岡照高

栽

培

樹体生理特性に基づくカキ苗木の植付け方法

通

健康機能性を活かしたくだものの需要拡大の動き

品

種

品種登録出願公表品種の解説
①セイヨウナシ「ジェイドスイート」

果樹試験研究推進協議会コーディネ－ター 矢野昌充

（独）農研機構北海道農業研究センター水田作研究領域
上席研究員（果樹育種担当） 伊藤祐司

②カキ「朱雀錦」（すざくにしき）
（独）農研機構果樹研究所ブドウ・カキ研究領域
上席研究員 佐藤明彦

果樹苗木・果物つくりにかける 第８回 前島捷夫 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第５回 小西博晃 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第270回公表
日本なし変種×中国なし変種「爽甘」（そうかん）
第272回公表
日本なし変種「早水」（そうすい）
日本なし変種「恵水」（けいすい）
果種協だより

第127号（2012.８）
グラビア
種苗情勢

東京都農林総合研究センター育成品種、種苗法に基づく
果樹の新登録品種
新法人への移行と果種協の新たな事業展開（２）

栽

培

愛媛県における果樹品種の動向と展望

品

種

種

東京都農林総合研究センターにおける最近の育成品種

栽

培

ブドウ「シャインマスカット」無核栽培の早期成園化に適す
る仕立て方

東京都農林総合研究センター園芸技術科 河野 章

山形県農業総合研究センター園芸試験場
果樹部開発研究専門員 米野智弥

病

害

温州萎縮ウイルスの簡易検定法
（独）農研機構果樹研究所カンキツ研究領域
主任研究員 冨村健太

果樹類根頭がんしゅ病防除技術の研究最前線
岡山県農林水産総合センター農業研究所
病虫研究室研究員 川口 章

果樹苗木・果物つくりにかける 第10回 久保善一 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第６回 酒井優一 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第279回公表
くろみのうぐいすかぐら（ハスカップ）変種「みえ」
第280回公表
かんきつ属「味美」（みよし）
レモン種「イエローベル」
第281回公表
温州みかん種「みえ紀南３号」（みえきなん３ごう）
温州みかん種「夢未来村上早生」（ゆめみらいむらかみ
わせ）
おうとう（甘果）種「紅ほまれ」（べにほまれ）
すもも種「皇寿」（こうじゅ）
日本なし変種「河野美香」（こうのびこう）
ぶどう属「土佐太郎」（とさたろう）
第282回公表
かきのき属「福岡K1号」（ふくおかK1ごう）
きいちご類「07RUBIXP01」
果種協だより

品種登録出願公表品種の解説
①カンキツ「みはや」、 ②カンキツ「あすみ」
（独）農研機構果樹研究所カンキツ研究研究領域
上席研究員 吉岡照高

果樹苗木・果物つくりにかける 第９回 北川正勝 氏
人物登場
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第273回公表
りんご属「しなの姫」（しなのひめ）
第274回公表
温州みかん種「NY２６」
温州みかん種「静丸早生」（しずまるわせ）
もも種「夏雄美」（なつゆうび）、 もも種「ひめっこ」
第276回公表
すもも種「スイートかれん」、 すもも種「アルプス王子」
第277回公表
りんご属「林凛」（りんりん）
第278回公表
かんきつ属「早和の香」（そうわのかおり）
いちじく種「キバル」、 りんご属「RYOKU AP-7」
りんご属「リンゴ中間母本 95P6」
日本なし変種「サザンスイート」
すのき（ブルーベリー）属「NU59」
すのき（ブルーベリー）属「くにさと35号」
すのき（ブルーベリー）属「須川のかがやき」（すかわの
かがやき）
果種協だより

第128号（2012.11）
グラビア
種苗行政

種苗法に基づく果樹の新登録品種
種苗・果樹母樹検疫の充実化－つくばほ場を開設－
農林水産省横浜植物防疫所業務部生物検疫担当（つくばほ場）
次席植物検疫官 村井 覚

品種動向

愛媛県農林水産研究所果樹研究センター
栽培開発室長 加美 豊

育

セイヨウナシ「ル レクチエ」の品質向上のための優良系マ
メナシ台木の利用と自然分解性ポットを用いた苗木生産
新潟県農業総合研究所園芸研究センター
育種栽培科 専門研究員 松本辰也

一般社団法人日本果樹種苗協会 専務理事 駒村研三

品種動向

北海道におけるセイヨウナシ台木「クインスA」の特性
（地独）北海道立総合研究機構農業研究本部
企画調整部地域技術グループ 稲川 裕

（独）農研機構果樹研究所
品種育成・病害虫研究領域長 山田昌彦

流

種苗法に基づく果樹の新登録品種
果樹をめぐる最近の情勢

広島県における果樹品種の動向と展望
広島県立総合技術研究所農業技術センター
果樹研究部 部長 平尾 晃、 主任研究員 川﨑陽一郎
副主任研究員 塩田 俊、 研究員 浜名洋司

栽

培

ｼｬﾝﾊﾟﾝ実生を台木としたビワ「なつたより」の幼木期の収
量特性
長崎県農林技術センター果樹研究部門
ビワ・落葉果樹研究室 主任研究員 松浦 正

病

害

果種協における品種母樹のウイルス病検査業務の推進
―ウイルス検査の受験により健全苗木の流通へ万全を―
（一社）日本果樹種苗協会 専務理事 駒村研三

和歌山県における健全な果樹苗木普及への取り組み
和歌山県農林水産部農業生産局
果樹園芸課 果樹班主査 上山智史

植物バイオセンターにおける果樹・果樹母樹のウイルス・
ウイロイド病検査と無病苗生産
和歌山県農業協同組合連合会営農対策部
植物バイオセンター長 平田行正

福岡県における健全な果樹苗木生産への取り組み
福岡県農業総合試験場果樹苗木分場分場長 堀江裕一郎

組合員の保存する果樹母樹のウイルス検査を奨励
福岡県苗木農業協同組合 副組合長 土屋雄司

果樹苗木・果物つくりにかける 第11回 菊地善和 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第７回 内藤哲侑 氏
若 い 力
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構等に係る種苗法に基づ
く登録出願公表品種及び登録品種の通常利用権の許諾に関する業務
の実施について（平成24年度）
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第285回公表
もも種「夏のかがやき」（なつのかがやき）
第286回公表
くり属「巫女」（みこ）
うめ種「中條丸」（なかじょうまる）
うめ種「パープル南高」（ぱーぷるなんこう）
果種協だより

『果樹種苗』目次（N0.129～132）
第129号（2013.２）
グラビア
種苗行政

種苗法に基づく果樹の新登録品種
ウメ輪紋ウイルスの感染病徴ほか
植物品種保護をめぐる国内外の動向
農林水産省食料産業局新事業創出課 種苗産業室
課長補佐 大島立大

品種動向
培

落葉果樹栽培におけるジョイント仕立て
神奈川県農業技術センター果樹花き研究部
主任研究員 柴田健一郎

病

害

品種動向

液状複合肥料の地表面灌注処理によるリンゴ紫紋羽病発
病抑制効果

産地振興

農林水産省消費・安全局植物防疫課
課長補佐 小宮英稔

果樹苗木・果物つくりにかける 第12回 土屋賢二 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第８回 境野剛久 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第289回公表
かんきつ属「みえ紀南４号」（みえきなん４ごう）
かんきつ属「熊本EC10」（くまもとEC10）
かんきつ属「KKM７号」（KKM７ごう）
日本なし変種「香麗」（こうれい）
日本なし変種「なつみず」
果種協だより

第131号（2013.８）
グラビア
品種動向

種苗法に基づく果樹の新登録品種
群馬県における果樹品種の動向と展望
群馬県農業技術センタ－
園芸部果樹係長 吉岡正明
園芸部果樹係 独立研究員 平井一幸
園芸部果樹係 主任 柚木秀雄
中山間地園芸研究センタ－ 主任 荒木智哉

産地振興

ワンポイント 種苗法と利用許諾契約による品種育成者権の保護
一般社団法人日本果樹種苗協会 業務部長 佐藤義彦
種苗法
注目が集まる黄色系リンゴ品種の特性と展望
栽
培
（独）農研機構果樹研究所リンゴ研究領域 研究員 森谷茂樹

品

種

ワンポイント 指定種苗制度と苗木の表示義務
種苗法
― 苗木に付ける品種名称について ―
一般社団法人日本果樹種苗協会 業務部長 佐藤義彦

育

種

長野県における果樹品種開発と知的財産管理

栽

培

カキ大苗育苗技術及び幼苗接ぎ木法の普及と今後の展
開

長野県農業試験場知的財産管理部長 木原 宏

奈良県農業総合センター
普及研修部普及技術課果樹指導係長 脇坂 勝

果樹苗木・果物つくりにかける 第13回 中島賢司 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第10回 田中祐介 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第298回公表
かんきつ属「佐資果１号」（さしか１ごう）
かんきつ属「夕焼け姫」（ゆうやけひめ）
かんきつ属「輝」（かがやき）
かんきつ属「愛の香」（あいのかおり）

もも種「夏の陽」（なつのよう）

第299回公表
果種協だより

日本なし変種「新王」（しんおう）
日本なし変種「新美月」（しんみづき）
すのき（ブルーベリー）属「アイバン19」
ぶどう属「エーデルロッソ」
ぶどう属「ウインディーサマー」
ぶどう属「黒いアルファ」（くろいあるふぁ）
ぶどう属「ジュエルマスカット」
ぶどう属「甲斐のくろまる」（かいのくろまる）
ぶどう属「シャイニーレディー」
ぶどう属「シャワーマスカット」
温州みかん「上村早生」（かみむらわせ）
温州みかん「蕪岡早生」（かぶおかわせ）

品種登録出願公表品種の解説
① ビワ「はるたより」
長崎県農林技術開発センター果樹研究部門
ビワ・落葉果樹研究室 主任研究員 稗圃直史

果樹苗木・果物つくりにかける 第13回 松澤 孝 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第９回 岡田新也 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第295回公表
かんきつ属「黄宝」（きほう）
りんご属「ビックタイム」
りんご属「サイフレッシュ」
おうとう種「プリティーレッド」
ぶどう属「秋鈴」（しゅうれい）
第296回公表
りんご属「とみて」
りんご属「シナノホッペ」
りんご「あおり２４」
りんご属「あおり２５」
りんご属「大夢」（おおゆめ）
第297回公表
かんきつ属「鬼北の香里」（きほくのかおり）
日本なし変種「里水」（りすい）
日本なし変種「あきひめ」
日本なし変種「陽香」（ようこう）
果種協だより

第132号（2013.11）
グラビア
品種動向

種苗法に基づく新登録品種
山形県における果樹品種の動向と展望
山形県農業総合センタ－園芸試験場 研究員 今部 恵里

ワンポイント 外国から種苗等を輸入（導入）する際の留意点
種苗法
― 知っておきたい植物輸入検疫の概要 ―

愛媛県における品種導入と果樹振興
全国農業協同組合連合会愛媛県本部
営農販売部果実課 課長事故代行者 山本洋司

熊本県における優良品種導入と果樹振興対策
熊本県果実農業協同組合連合会青果事業本部
販売課長上口政信

秋田県鹿角地域振興局農林部果樹センター
上席研究員 浅利正義

ウメ輪紋ウイルスの発生とその対応について

高知県における果樹品種の動向と展望
高知県農業振興部産地・流通支援課 専門技術員 中野和彦
高知県農業技術センター果樹試験場研究員 谷内弘道

完全甘ガキの自然脱渋のしくみと渋残り
（独）農研機構果樹研究所ブドウ・カキ研究領域
上席研究員 佐藤明彦

種苗法に基づく出願公表品種・種苗法に基づく新登録品種
登録品種の名称表示等における種苗法の遵守
独立行政法人種苗管理センター
業務調整部 品種保護対策課 谷淵久之

愛知県における果樹品種の動向と展望
愛知県農業総合試験場 企画普及部広域指導室
主任専門員 本美善央

栽

第130号（2013.５）
グラビア
種苗行政

一般社団法人日本果樹種苗協会 業務部長 佐藤義彦

栽

培

強勢台木「スイングルシトロメロ」を使用した「ゆら早生」及
び「不知火」の生育と収量・果実品質

病

害

果樹類白紋羽病の温水治療技術の現状と展望

和歌山県果樹試験場 栽培部長 森口幸宣
（独）農研機構果樹研究所品種育成・病害虫研究領域
主任研究員 中村 仁

果樹苗木・果物つくりにかける 第14回 大野芳弘 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第11回 竹田栄一郎 氏
若 い 力
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構等に係る種苗法に基づ
く登録出願公表品種及び登録品種の通常利用権の許諾に関する業務
の実施について（平成25年度）
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第300回公表
もも種「さきがけはくとう」
もも種「真白姫」（ましろひめ）
もも種「夢みずき」（ゆめみずき）
第301回公表
さるなし種「貴太郎」（きたろう）
またたび属「東京ゴールド」（とうきょうごーるど）
またたび属「さぬきエンジェルスイート」
かんきつ属「KKM8号」（KKM8ごう）
もも種「シーエックス」
第302回公表
りんご属「恋栞」（こいしおり）
もも種「昂紀」（こうき）
果種協だより

『果樹種苗』目次（N0.133～136）

第133号（2014.２）
グラビア
果樹情勢

種苗法に基づく出願公表品種・種苗法に基づく新登録品種
攻めの農業に期待が高まる果樹品種と苗木生産

第134号（2014.５）
グラビア
種苗行政

日本園芸農業協同組合連合会 技術主管 高辻豊二

品種動向

前農林水産省食料産業局新事業創出課
知的財産情報分析官 藤定光太郎

佐賀県における果樹品種の動向と展望

果樹種苗の輸出入における植物検疫

佐賀県果樹試験場 品種開発研究担当係長 松尾洋一

ワンポイント 外国で育成された品種をわが国で品種登録する場合の留
種苗法
意点
― 出願品種の国内導入から登録までの概要と要点―

農林水産省消費・安全局植物防疫課
生産安全専門官 角屋竜雄

品種動向

福岡県における果樹品種の動向と展望

育

最近品種登録/出願公表された赤果肉リンゴ品種の特徴

一般社団法人日本果樹種苗協会 業務部長 佐藤義彦

品

種

品種登録出願公表品種の解説
① カキ「八秋」（はっしゅう）
（独）農研機構果樹研究所 ブドウ・カキ研究領域
上席研究員 薬師寺博

② 日本ナシ「凜夏」（りんか）
（独）農研機構果樹研究所 品種育成・病害虫研究領域
上席研究員 齋藤寿広

③ 日本ナシ「甘太」（かんた）
（独）農研機構果樹研究所 品種育成・病害虫研究領域
上席研究員 齋藤寿広

④ リンゴ「ルビースイート」
（独）農研機構果樹研究所 リンゴ研究領域
上席研究員 阿部和幸

⑤ リンゴ「ローズパール」
（独）農研機構果樹研究所 リンゴ研究領域
上席研究員 阿部和幸

育

種

長崎県育成ビワ品種の特性
― 自家和合性/自家不和合性と結実対策 ―
長崎県農林技術開発センター
果樹研究部門ビワ・落葉果樹研究室 主任研究員 稗圃直史

栽

培

ラボラトリーフィルム利用によるカンキツの簡易接ぎ木法
熊本県農業研究センター果樹研究所
常緑果樹研究室 研究参事 北村光康

果樹苗木・果物つくりにかける 第16回 大石主成 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第12回 内藤浩一 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第303回公表
かんきつ属「南津海シードレス」（なつみしーどれす）
第304回公表
おうとう種「七夕錦」（たなばたにしき）
もも種「かんのT7号」（かんのT7ごう）
第308回公表
おうとう種「ジュノハート」
もも種「飛騨おとめ」（ひだおとめ）
果種協だより

福岡県農業総合試験場 果樹部長 粟村光男

種

（独）農研機構果樹研究所 リンゴ研究領域
上席研究員 阿部和幸

ワンポイント 出願公表品種を扱う上での注意点
種苗法
― 出願公表品種と登録品種の違い ―
一般社団法人日本果樹種苗協会 業務部長 佐藤義彦

果樹苗木・果物つくりにかける 第17回 江上 治 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第13回 植原 剛 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第309回公表
くり属「武葉里」（むはり）
あんず種「おひさまコット」
あんず種「ニコニコット」
第310回公表
うめ種「熊野仁」（くまのじん）
第311回公表
西洋すもも種「サマーキュート」
第312回公表
温州みかん種「峰太」（みねた）
温州みかん種「きゅうき」
温州みかん種「華恋」（かれん）
温州みかん種「佐賀果試 6号」（さがかし6ごう）
第314回公表
かきのき属「静カ台1号」（しずかだい1ごう）
かきのき属「静カ台2号」（しずかだい2ごう）
かきのき属「堀内早生」（ほりうちわせ）
第315回公表
またたび属「ZESH004」
またたび属「ZESY002」
またたび属「ZESY003」
西洋すもも種「オータムキュート」
果種協だより

第136号（2014.11）
グラビア
品種動向

種苗法に基づく出願公表品種・種苗法に基づく新登録品種
長野県における果樹品種の動向と展望

生産振興

品種更新で果樹振興を図るJAグループわかやま

長野県果樹試験場 育種部長 泉 克明
和歌山県農業協同組合連合会 営農対策部
生産振興課長 森下寿久

第135号（2014.８）
果樹情勢

種苗法に基づく新登録品種
キウイフルーツかいよう病の新系統（Psa 3系統）の病徴
鹿児島の果樹生産―南北600kmの自然条件を活かして―

品種動向

福島県における果樹品種の動向と展望

産地振興

鳥取県における品種導入と果樹振興

グラビア

国立大学法人 鹿児島大学 教授 冨永茂人
福島県農業総合センター果樹研究所 栽培科長 志村浩雄
全国農業協同組合連合会鳥取県本部
園芸部果実課 課長 小椋 武

広島レモンの市場性と生産振興
広島県農林水産局農業産地推進課
果樹花き振興グループ 主幹 向井 雅史

病

害

キウイフルーツかいよう病の新系統（Psa3系統）の発生に
ついて
一般社団法人 日本果樹種苗協会 専務理事 駒村 研三

ワンポイント 種子・種苗を郵便で輸入する際は植物検疫に注意を
種苗法
― その留意事項と対処方法など ―
一般社団法人 日本果樹種苗協会 業務部長 佐藤義彦

果樹苗木・果物つくりにかける 第18回 櫻井茂隆 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第14回 前島郁夫 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第316回公表
うめ種「虎子姫」（とらこひめ）
うめ種「十郎小町」（じゅうろうこまち）
第318回公表
温州みかん種「坂村1号」（さかむら1ごう）
ぶどう属「マスカット ジパング」
第320回公表
いちじく種「ヴィオレッタ」
第321回公表
温州みかん種「早味かん」（はやみかん）
第326回公表
びわ属「はるたより」
果種協だより

種苗法に基づく新登録品種
種苗行政をめぐる最近の情勢

育

種

ブドウ新品種「ＢＫシードレス」の品種特性と加工利用
国立大学法人九州大学大学院農学研究院

品

種

助教 酒井かおり
准教授 若菜 章

品種登録出願公表品種の解説
レモン種「璃の香」（りのか）
（独）農研機構果樹研究所 カンキツ研究領域
上席研究員 吉岡照高

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構等に係る種苗法に基づ
く登録出願公表品種及び登録品種の通常利用権の許諾に関する業務
の実施について（平成26年度）
果樹苗木・果物つくりにかける 第19回 大崎八郎 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第15回 河田伸吾 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第332回公表
ぶどう属「志太乃輝」（しだのかがやき）
第337回公表
さるなし種「ホートジェム タヒ」
さるなし種「ホートジェム トル」
さるなし種「ホートジェム ワ」
またたび属「香川UP－キ1号」（かがわUP-ｷ1ごう）
またたび属「香川UP－キ2号」（かがわUP-ｷ2ごう）
またたび属「香川UP－キ3号」（かがわUP-ｷ3ごう）
またたび属「香川UP－キ4号」（かがわUP-ｷ4ごう）
またたび属「香川UP－キ5号」（かがわUP-ｷ5ごう）
りんご属「ノムラジョナ」
もも種「KU-PP1」
もも種「べにみなみ」
もも種「ゆの早生」（ゆのわせ）
もも種「ゆの黄金」（ゆのおうごん）
第338回公表
かんきつ属「みはや」
かんきつ属「あすみ」
果種協だより

『果樹種苗』目次（N0.137～140）
第137号（2015.２）
グラビア
果樹情勢

種苗法に基づく出願公表品種
種苗法に基づく新登録品種
平成27年度果樹対策予算概算決定の概要について

第138号（2015.５）
グラビア
品種動向

農林水産省生産局農産部園芸作物課 課長補佐 宮本 亮

品種動向
消費動向

三重県農業研究所紀南果樹研究室
主幹研究員兼課長 市ノ木山浩道

岩手県における果樹品種の動向と展望
岩手県農業研究センター
技術部果樹研究室 上席専門研究員 佐々木真人

育

種

販売現場から見た果物の消費・『ブランドを作る』

培

日本ナシの「流線型仕立」による早期成園化

病

害

大分県農林水産指導センター農業研究部
果樹グループ 主幹研究員 福田賢二

品

種

品種登録出願公表品種の解説
① カキ「太豊」（たいほう）
（独）農研機構果樹研究所 ブドウ・カキ研究領域
上席研究員 佐藤明彦

② 日本ナシ「ほしあかり」
（独）農研機構果樹研究所 品種育成・病害虫研究領域
上席研究員 齋藤寿広

③ 日本ナシ「はつまる」
（独）農研機構果樹研究所 品種育成・病害虫研究領域
上席研究員 齋藤寿広

ワンポイント 育成者権が行使される場合あるいは消尽する場合とは
一般社団法人日本果樹種苗協会 業務部長 佐藤義彦
種苗法
果樹苗木・果物つくりにかける 第20回 藤原陽一 氏
人物登場
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第339回公表
かんきつ属「清水のひかり」（しみずのひかり）
果種協だより

第139号（2015.８）
果樹行政

種苗法に基づく新登録品種
火傷病の主な症状
新たな果樹農業振興基本方針について

品種動向

埼玉県における果樹品種の動向と展望

グラビア

農林水産省生産局農産部園芸作物課 係長 早瀬健彦
埼玉県農業技術研究センター高度利用・生産性向上研究担当
果樹研究担当部長 酒井雄作

ワンポイント 育成者権侵害を防ぐには
一般社団法人日本果樹種苗協会 業務部長 佐藤義彦
種苗法
果樹苗木・果物つくりにかける 第21回 宮本文雄 氏
人物登場
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第345回公表
日本なし変種「ささき一号」（ささきいちごう）
第347回公表
かんきつ属「西之誉」（にしのほまれ）
ぽんかん種「太陽の恵」（たいようのめぐみ）
かきのき属「MKR1」
かきのき属「朱雀錦」（すざくにしき）
かきのき属「八秋」（はっしゅう）
西洋なし種「ジェイドスイート」
日本なし変種「龍水」（りょうすい）
日本なし変種「凜夏」（りんか）
日本なし変種「甘太」（かんた）
かじいちご種「彩」（あや）
第350回公表
かんきつ属「古山ニューサマー」（こやまにゅーさまー）
かんきつ属「璃の香」（りのか）
果種協だより

第140号（2015.11）
グラビア
品種動向
生産振興

害

栽

培

株式会社植原葡萄研究所 代表取締役 植原宣紘

我が国における火傷病に対する対応について

品種登録出願公表品種の解説
ほうき性、菊咲きの花モモ新品種「白楽天」（はくらくて
ん）及び「舞飛天」（まいひてん）
果樹苗木業を担う若い力 第16回 小坂憲宏 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第351回公表
すのき（ブルーベリー）属「フロリダローズ」
すのき（ブルーベリー）属「ケラアンブルー」
すのき（ブルーベリー）属「エピルカブルー」
すのき（ブルーベリー）属「ちくし昴」（ちくしすばる）
すのき（ブルーベリー）属「ちくしあおい」
すのき（ブルーベリー）属「ちくしるり」
すのき（ブルーベリー）属「RYOKU NH-5」
すのき（ブルーベリー）属「RYOKU NH-6」
りんご属「ローズパール」、りんご属「ルビースイート」
すのき（ブルーベリー）属「セイボリー」
第354回公表
パインアップル種「SENSUOUS」
すのき（ブルーベリー）属「TH-605」
第356回公表
かきのき属「太豊」（たいほう）
日本なし変種「秋ゴールド」（あきごーるど）
日本なし変種「秋のほほえみ」（あきのほほえみ）
日本なし変種「おりひめ」、日本なし変種「ほしあかり」
日本なし変種「はつまる」
果種協だより
種

ワイン用ブドウ品種をめぐる最近の動向
香酸カンキツ生産の現状と課題
国立研究開発法人農研機構果樹研究所
カンキツ研究領域 研究員 濱田宏子

農林水産省消費・安全局植物防疫課

品

長崎県の果樹を支えるＪＡ全農ながさきの取り組み
全国農業協同組合連合会長崎県本部
園芸部次長 木下満夫

全国農業協同組合連合会山梨県本部
果実園芸部営農企画課長 小澤聖樹

病

種苗法に基づく出願公表品種
種苗法に基づく新登録品種
主要な香酸カンキツ
千葉県における果樹品種の動向と展望
千葉県農林総合研究センター果樹研究室
主任上席研究員 平井達也

（一社）日本果樹種苗協会 事務局長 増田哲男

果樹王国やまなしを支えるＪＡ全農やまなしの取り組み

キウイフルーツかいよう病のPsa3系統の発生と対策
農林水産省消費・安全局植物防疫課
課長補佐 春日井 健司

民間育成の果樹登録品種の現状と普及
生産振興

福岡県育成のイチジク台木品種「キバル」の特性と栽培利
用
福岡県農林業総合試験場豊前分場
果樹チーム長 姫野修一

株式会社エスピーリブ 会長 伊藤 嘉子

栽

種苗法に基づく新登録品種
キウイフルーツかいよう病のPsa3系統の特徴
三重県における果樹品種の動向と展望

品

種

品種登録出願公表品種の解説
①カキ「大雅」（たいが）
国立研究開発法人農研機構果樹研究所
ブドウ・カキ研究領域 上席研究員 佐藤明彦

②カキ「麗玉」（れいぎょく）
国立研究開発法人農研機構果樹研究所
ブドウ・カキ研究領域 上席研究員 佐藤明彦

ワンポイント 育成者権が及ぶ品種の範囲
（一社）日本果樹種苗協会 業務部長 佐藤義彦
種苗法
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構等
許諾業務
に係る種苗法に基づく登録出願公表品種及び登録品種の
通常利用権の許諾に関する業務の実施について（平成27
年度）
果樹苗木・果物つくりにかける 第22回 石堂 悟 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第17回 岡田貴之 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第359回公表
ぶどう属「信大Ｗ-３」（しんだい Ｗ-３）
果種協だより

『果樹種苗』目次（N0.141～144）
第141号（2016.2）

第14２号（2016.５）

果樹情勢

種苗法に基づく出願公表品種
種苗法に基づく新登録品種
果樹をめぐる情勢について

品種動向

岡山県における果樹品種の動向と展望

グラビア

グラビア
果樹情勢

種苗法に基づく新登録品種
新たな果樹対策（平成27年度補正予算・平成28年度予
算）について

品種動向

茨城県における果樹生産と品種動向

農林水産省食料産業局知的財産課 課長補佐 齋藤千栄美

農林水産省生産局園芸作物課 早瀬健彦

岡山県農林水産総合センター農業研究所
特別研究員 井上幸次

生産振興

静岡県における優良品種への転換による果樹振興
静岡県経済農業協同組合連合会 みかん園芸部
柑橘果樹課 係長 鈴木典充

育

種

育

種

福岡県における果樹品種開発と知的財産管理

栽

培

モモの若木にみられる枯死と台木品種との関係

虫

害

奄美大島で確認されたミカンコミバエ種群に対する対応に
ついて

福岡県農林業総合試験場

農研機構果樹研究所における果樹育種
国立研究開発法人農研機構果樹研究所
品種育成・病害虫研究領域長 山田昌彦

農研機構果樹研究所で育成されたニホンナシ新品種の
特性
国立研究開発法人農研機構果樹研究所
品種育成・病害虫研究領域 上席研究員 齋藤寿広

機能性

機能性表示食品制度と果実の消費拡大

品

品種登録出願公表品種の解説
日本ナシ「なるみ」

果樹試験研究推進協議会コーディネーター 矢野昌充

種

茨城県農業総合センター専門技術指導員室
専門技術指導員 門脇伸幸

国立研究開発法人農研機構果樹研究所
品種育成・病害虫研究領域 上席研究員 齋藤寿広

果樹苗木・果物つくりにかける 第23回 深田 稔 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力 第18回 古賀繁喜 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第364回公表
温州みかん種「熊本EC11」（くまもとEC11）
温州みかん種「長崎果研させぼ１号」
（ながさきかけんさせぼ１ごう）
おうとう（甘果）種「かんのT８号」（かんのT８ごう）
第367回公表
またたび属「SKELTON A19」
もも種「雛遊び」（ひなあそび）
第370回公表
おうとう（甘果）種「甲斐オウ果６」（かいおうか６）
果種協だより

果樹部長 千々和浩幸

農研機構果樹茶業研究部門 核果類育種ﾕﾆｯﾄ長 八重垣英明

農林水産省消費・安全局植物防疫課 国内検疫係長 中園浩一

果樹苗木業を担う若い力 第19回 森川剛史 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第372回公表
くり属「サレヤロマン」
第374回公表
くり属「えな宝来」（えなほうらい）
くり属「えな宝月」（えなほうげつ）
第376回公表
ぶどう属「モンドブリエ」、ぶどう属「スイートレディ」
第378回公表
りんご属「なっぷる」、西洋すもも種「RYOKU PR-2」
もも種「夢黄味」（ゆめおうみ）、もも種「よいこ」
もも種「ゆの小町」（ゆのこまち）
もも種「ふくあかり」、もも種「KU-PP2」
もも種「岡山PEH7号」（おかやまPEH7ごう）
もも種「岡山PEH8号」（おかやまPEH8ごう）
第370回公表
かんきつ属「岩本１号」（いわもと１ごう）
温州みかん種「かずこ」
温州みかん種「いちばん宝」（いちばんだから）
りんご属「カラムナールージュ」
りんご属「ハニールージュ」、りんご属「ハニーレッド」
りんご属「メルシー」、りんご属「HFF60」
りんご属「HFF63」、りんご属「シャーロンズ」
りんご属「栄紅」（えいこう）
果種協だより

第14３号（2016.８）
グラビア
品種動向

種苗法に基づく新登録品種
香川県における果樹生産と品種動向

第14４号（2016.11）
グラビア

香川県農業試験場府中果樹研究所 所長 末澤克彦

生産振興

品種更新でふくしまの果樹振興を図る

品種動向

全国農業協同組合連合会福島県本部 園芸部園芸課 三浦 恒

品

種

北海道地域向きのブルーベリー新品種「ケラアンブルー」
及び「エピルカブルー」の特性

栃木県農業試験場研究開発部 部長補佐兼果樹研究室長
大谷義夫

品

種

農研機構北海道農業研究センター 園芸作物育種グループ
主席研究員 伊藤 祐司

育

種

山形県における果樹育成品種の普及と知的財産の管理

農研機構次世代作物開発研究センター 放射線育種場
主任研究員 間瀬誠子

栽

培

水稲育苗ハウスを利用した「シャインマスカット」のアーチ
栽培技術
新潟県農業総合研究所園芸研究センター 育種栽培科 根津潔

果樹苗木・果物つくりにかける 第24回 岩橋正明 氏
人物登場
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第382回公表
またたび属「甘うぃ」（あまうぃ）
第385回公表
かんきつ属「みえ紀南５号」（みえきなん５ごう）
きんかん属「紅央」（べにおう）
りんご属「HFF33」
りんご属「会津のほっぺ」（あいづのほっぺ）
りんご属「高野５号」（たかの５ごう）
ぶどう属「ティアーズレッド」
果種協だより

品種登録出願公表品種の解説

クリ「ぽろすけ」

農研機構果樹茶業研究部門 品種育成研究領域
ナシ・クリ育種ユニット長
齋藤寿広

育

種

山形県農業総合研究センター 研究企画部 研究企画専門員
川口 弘喜
園芸試験場 開発研究専門員
石黒 亮

ニホンナシの自家和合性品種の育種研究最前線
－全ての品種を結実させられる花粉側自家和合性品種育
成を目指して－

種苗法に基づく出願公表品種
種苗法に基づく新登録品種
栃木県における果樹品種の動向と展開

台木品種が醸造用ブドウ品種の特性及びワイン品質に及
ぼす影響
山梨県果樹試験場 醸造ブドウ栽培科 研究員

渡辺晃樹

長野県における赤色系大粒ブドウ品種「クイーンニーナ」
の栽培について
長野県果樹試験場 育種部 主任研究員

栽

培

峯村万貴

シマサルナシ台木を用いたキウイフルーツの栽培特性と利用
愛媛県農林水産研究所 果樹研究センター 栽培開発室
主任研究員
宮田信輝

許諾業務

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構等
に係る種苗法に基づく登録出願公表品種及び登録品種の
通常利用権の許諾に関する業務の実施について（平成28
果樹苗木・果物つくりにかける 第25回 大竹彦司 氏
人物登場
果樹苗木業を担う若い力
第20回 北川勝之 氏
若 い 力
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第387回公表
日本なし変種「石川ｎ１号」（いしかわｎ１ごう）
日本なし変種「本丸」（ほんまる）
第388回公表
かきのき属「太雅」（たいが）
かきのき属「麗玉」（れいぎょく）
アクミナータ バナナ種「ベイビーナ」
日本なし変種「なるみ」
第390回公表
かんきつ属「静姫」（しずひめ）
温州みかん種「佐賀果試９号」（さがかし９ごう）
かきのき属「豊楽台」（ほうらくだい）
りんご属「紅鶴」（べにづる）
第392回公表
ぶどう属「有明のしずく」（ありあけのしずく）
果種協だより

『果樹種苗』目次（N0.145～148）
第145号（2017.２）
グラビア
種苗行政

種苗法に基づく新登録品種
農林水産業と品種保護をめぐる情勢について

品種動向

宮城県における果樹生産と品種動向

農林水産省食料産業局知的財産課 種苗審査室長 山口克己
宮城県農業・園芸総合研究所 園芸栽培部果樹ﾁｰﾑ
上席主任研究員 鵜飼眞澄

育

種

青森県における果樹育成品種の普及と知的財産管理
地方独立行政法人青森県産業技術センターりんご研究所
品種開発部長 初山慶道

ＤＮＡ利用による果樹の品種判別技術の現状と課題
農研機構果樹茶業研究部門 品種育成研究領域
ゲノムユニット長
山本俊哉

栽

培

長野県におけるモモの凍害発生状況と被害軽減技術の検
討

病

害

ウメ輪紋ウイルスを巡る最近の情勢

長野県果樹試験場 栽培部 主任研究員

岡沢克彦

農林水産省消費・安全局植物防疫課

大野彰洋

果樹苗木・果物つくりにかける 第26回 萩原勝之 氏
人物登場
種苗法に基づく果樹の新登録品種
第399回公表
またたび属「いちざん」
すのき（ブルーベリー）属「RYOKU NH-7」
すのき（ブルーベリー）属「RYOKU NH-8」
すのき（ブルーベリー）属「RYOKU NH-9」
第392回公表
ぶどう属「香大農Ｒ-２」（かだいのうＲ-２）
果種協だより

