
（栽培学汎論）

【No. 】 作物と水の関係に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.作物が利用できる土壌水分は 圃場容水量と初期しおれ点の間にある有効水分である。圃場容

水量は 畑状態の土壌に十分な降雨があった後 約１週間して重力水が流れ去ったときの水分量

である。また 初期しおれ点は 乾燥で植物がしおれて 灌水してもしおれが回復せず枯死する

水分量である。

2.作物による水の利用特性を示す指標に要水量がある。要水量とは 作物の乾物１gを生産する

のに必要とする水の量(g)であり 生育期間中の全蒸散量を全乾物重で除して求められる。C 植

物は C 植物より一般に要水量が大きいことが多い。

3.水田の水管理では 分げつ期には ２～４cmの浅水灌漑として 昼の水温・地温を高めて分

げつを促す。幼穂分化期の15～10日前から幼穂分化期までは 必要水分量が多いため 必ず深

水状態に保つ。出穂後７～10日頃に田面水を全て排出(落水)し 収穫作業に備える。

4.代表的な畑地の灌漑法には 点滴灌漑 スプリンクラ灌漑 畝間灌漑がある。設置コストは

点滴灌漑＜スプリンクラ灌漑＜畝間灌漑の順に高くなり 灌漑効率も同様に高くなる。スプリン

クラ灌漑には 傾斜地で利用できないという欠点があるが 液肥などの散布に利用できるなどの

利点がある。

5.大豆などの畑作物では 播種が梅雨時期と重なり 過湿により苗立ち不良となることが多い。

これは 過湿土壌では 酸素濃度や二酸化炭素濃度の低下によって根や根粒の呼吸が低下し 作

物の成長が阻害されるためである。イネでも湿田では苗の活着が不良となるので 乾田化が進め

られている。

【正答　２】



【No. 　】 ダイズに関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.ダイズが花芽を分化する最長日長は 高緯度地帯の品種ほど短く 低緯度地帯の品種ほど長い。

また 我が国の早生品種は 中・晩生品種より短い日長でも花芽を分化する。

2.我が国のダイズの種子は タンパク質を約35％ 脂質を約20％含み 食品としての栄養価

が高い。我が国を含むアジア地域では 加工食品としての利用に長い歴史がある。

3.ダイズの花の内部には雄ずいが１本ある。また 雌ずいは３本あり １本は独立 他の２本は

癒合している。花色は品種による変異はなく白色である。

4.ダイズの登熟速度は 温度より日長の影響の方が相対的に大きい。また 生育適温の範囲の中

では 高温下より低温下で登熟した種子の方が 発芽能力が低下する。

5.ダイズ油は食用油として多く使われ キャノーラと呼ばれている。ダイズ油は飽和脂肪酸に富

んでおり 特にリノール酸含有率が高い。

【正答　２】

（作物学）



【No 　    】 我が国における葉菜類の栽培方法に関する記述Ａ～Ｄのうちから 妥当なもののみを全

て挙げているのはどれか。

Ａ.キャベツ ハクサイ レタスなどの葉菜類の栽培では セルと呼ばれる小型ポットが連結し

たセルトレイで育苗したセル成型苗が普及している。

Ｂ.マルチングで用いられる白黒タイプのフィルムは 白色を上面にすると 低温期の地温上昇

効果が高い。一方 紙マルチは自然分解性で処分の手間が省けるが 地温の上昇抑制効果は低い。

Ｃ.べたがけ栽培は 不織布 寒冷紗 塩ビフィルムなどの被覆資材を直接被覆して 保温や湿

度・土壌水分の調節を行うものであり 高温期を除いて行われる。

Ｄ.小型のトンネル状の被覆施設を利用するトンネル栽培の主な目的は 一般に 保温に基づく

生育促進による作型の前進化にあるが このほかにも 抽だい防止 雨よけ 遮光 病害虫防

除などを主な目的とする場合がある。

1.Ｂ

2.Ａ Ｂ

3.Ａ Ｄ

4.Ｂ Ｃ

5.Ｃ Ｄ

（園芸学）

【正答　３】



 （園芸学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正答 １】 





【No. 　　】 野菜の病害に関する記述Ａ～Ｄのうちから 妥当なもののみを挙げているのはどれか。

Ａ.アブラナ科野菜根こぶ病は 病原菌がハクサイやキャベツなどの根に寄生してこぶを形成す

る土壌伝染性病である。酸性土壌で発病が激しくなるので 石灰施用により発病をある程度抑

制できる。

Ｂ.野菜類軟腐病は 病原ウイルスが主に根の傷口から侵入して道管内で増殖し 多糖質が道管

の水分通導を妨げる土壌伝染性病である。多糖質とともに産生されるペクチナーゼにより 植

物全体の腐敗が急激に進む。

Ｃ.トマト黄化葉巻病の病原ウイルスはジェミニウイルス科に属し シルバーリーフコナジラミ

によって媒介される。本病害は 国内のトマト栽培でも被害が拡大している。

Ｄ.ウリ類うどんこ病は やや乾燥した条件で発病することが多く 施設栽培での被害が大きい。

病原菌はさび病菌の一種であり カイヅカイブキなどのビャクシン類を中間宿主とする宿主交

代を行う。

1.Ａ Ｂ

2.Ａ Ｃ

3.Ｂ Ｃ

4.Ｂ Ｄ

5.Ｃ Ｄ

（植物病理学）

【正答　２】



【No. 　】 害虫管理に関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.殺虫剤は その作用機構から 消化中毒剤 接触剤 くん蒸剤 浸透性殺虫剤などに分類され

る。このうち 消化中毒剤は 薬剤が食害時に害虫の口器を経て消化管の中に入ることにより作

用し，接触剤は 薬剤が皮膚(体壁)を通して害虫の体内に入ることにより作用する。

2.性フェロモンを利用した防除法には 交信撹乱法と大量誘殺法があり 交信撹乱法は 合成性

フェロモンを用いて交尾行動を阻害し 交尾率を低下させる。大量誘殺法は 雌成虫を大量に誘

殺することで交尾率を下げ 害虫を防除する方法であり 交信撹乱法より成功例が多い。

3.アブラムシは一般に黄色系色調に誘引され よく飛来するが 逆に青色のマルチを忌避して飛

来数が少なくなり マルチ栽培の作物への加害を軽減することができる。この青色のマルチング

は 野菜の重要害虫であるミナミキイロアザミウマ成虫にも有効である。

4.紫外線カットフィルムのハウス被覆材への使用は 薬剤防除の困難なミナミキイロアザミウマ

の生息密度を低下させる効果がある。同資材の使用は 受粉昆虫であるミツバチの飛翔には影響

がないが ナス栽培では 紫外線が不足して空洞果になりやすいため注意を要する。

5.天敵資材として マメハモグリバエにナミヒメカメムシ剤 アザミウマ類にベダリアテントウ

剤などが登録されている。これらのような天敵昆虫以外にも ウイルス 細菌 菌類(糸状菌)な

どの天敵微生物も天敵資材として利用されている。

（昆虫学）

【正答　１】



【No. 　　】 施肥量の算出や施肥などに関する記述として最も妥当なのはどれか。

1.19世紀にリービッヒによって提唱された収量漸減の法則によれば 植物の生育収量は 供給

される各種養分のうち 最大量の養分によって支配され それに続く量の養分もその量に応じた

影響を与える。

2.目標収量の達成のために作物へ供給しなければならない窒素量は 作物が実際に吸収する窒素

量に 土壌本来の供給量や灌漑水による供給量を加えて求められる。こうして求めたものが 一

作の間に施用すべき窒素肥料の総量となる。

3.播種や移植の前に土壌に施用する肥料を基肥という。水田における施肥法として 一般に 窒

素やリン酸については全量を基肥で与えることは少なく 生育途中で生育ステージに合わせて施

用する。これを追肥といい 一般に 作土深層に何回かに分けて分施する。

4.適切な施肥量は 土壌診断と植物栄養診断によって決めることができる。土壌診断は 一般に，

前作収穫後に土壌を採取分析して行われる。一方 植物栄養診断は 植物体の外観の観察 植物

体の採取分析 葉緑素計などを用いた非破壊計測などにより 生育途中に行われる。

5.肥効発現の持続時間をコントロールするために 肥料粒の表面を金属の被膜で覆ったものを被

覆肥料といい 肥効調節型肥料の最も代表的なものといえる。利点として 一作分の成分を基肥

として施用することによる追肥作業の省力化が挙げられるが 肥料の利用効率は低い。

（土壌肥料学・植物生理学）

【正答　４】



【No.  　 】 次は   光合成に関する記述であるが   Ａ～Ｅに当てはまるものの組合せとして最も妥当

なのはどれか。

植物による光合成は 光エネルギーを用いて水を酸化し酸素を発生させ その際に得られた還

元力によって二酸化炭素を還元し有機物を生産する酸素発生型光合成である。このことから 光合

成で生産される有機物(CH O)のOは Ａ に由来するものということができる。

植物の光合成は葉緑体で行われ その中の Ｂ で行われる明反応と Ｃ で行われる

暗反応に大別される。明反応では 光エネルギーによりNADPHとATPが生成され 暗反応で

は 明反応で生成したNADPHとATPを利用して炭酸固定が行われる。

植物にとって最も重要な光の波長域は400～700nm すなわち Ｄ に至る可視光域である。

植物はクロロフィルやカロテノイドによってこの部分の光を捉え 光合成を行っている。

C 植物の光合成能は C 植物に比べて高く 強光や高温 乾燥に対する適応性が優れている。代

表的な C 植物として Ｅ が知られるが 栽培作物の多くは C 植物である。」

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

1.水 ストロマ チラコイド 青紫色から赤橙色 トウモロコシ

2.水 チラコイド ストロマ 緑色から赤橙色 ヒマワリ

3.二酸化炭素 ストロマ チラコイド 緑色から赤橙色 トウモロコシ

4.二酸化炭素 チラコイド ストロマ 緑色から赤橙色 ヒマワリ

5.二酸化炭素 チラコイド ストロマ 青紫色から赤橙色 トウモロコシ

（土壌肥料学・植物生理学）

【正答　５】



【No. 　　】 飼料作物に関する記述Ａ～Ｄと作物名の組合せとして最も妥当なのはどれか。

Ａ.亜種や品種が多様化して世界各地で生産されている。一年生の雌雄異花植物で 雌穂には

ほう葉があり 花序を包んでいる。我が国では 黄熟期収穫でのホールクロップサイレージ用

としての栽培が多い。

Ｂ.古くから栽培されているが 収穫に多労を要するため 近年 我が国では栽培が減少してい

る。土壌の乾燥と酸性に対しては弱く また 連作障害が大きいため５年以上の間隔での輪作

が必要である。暖地では夏に収穫するので 暑い時期におけるウシの食欲増進に役立つ。

Ｃ.北部ヨーロッパから温帯アジアにかけての地域が原産であり 世界の冷涼地域における主要

な多年生の寒地型イネ科牧草である。草丈は80～120cmくらいで 茎の基部節間が肥大して

球茎となることが特徴である。

Ｄ.多年生マメ科牧草で やや乾燥した気候に適し 耐寒性がある。世界的に広く栽培され 栄

養価も高いことなどから 牧草の女王」と呼ばれている。我が国では 初めて栽培する場合には，

根粒菌接種を行うことが望ましい。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1.ソルガム 飼料用ビート バヒアグラス アルファルファ

2.ソルガム 飼料用イネ バヒアグラス アルファルファ

3.トウモロコシ 飼料用イネ チモシー シロクローバ

4.トウモロコシ 飼料用ビート バヒアグラス シロクローバ

5.トウモロコシ 飼料用ビート チモシー アルファルファ

（畜産一般）

【正答　５】



（農業経済一般）

【No 】 表は 四つの農作物について 収穫量の上位５都道府県を示したものである。表中の農

作物Ａ Ｂ Ｃと都道府県Ｄ Ｅに当てはまるものの組合せとして最も妥当なのはどれか。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

1.にんじん もも りんご 北海道 長野県

2.にんじん ぶどう 日本なし 宮崎県 長野県

3.にんじん もも りんご 宮崎県 鳥取県

4.たまねぎ ぶどう りんご 北海道 長野県

5.たまねぎ もも 日本なし 宮崎県 鳥取県

５位４位３位２位１位農作物名

千葉県長崎県茨城県鹿児島県Ｄかぼちゃ

長崎県青森県徳島県千葉県ＤＡ

岡山県和歌山県Ｅ福島県山梨県Ｂ

福島県山形県岩手県Ｅ青森県Ｃ

資料：農林水産省 平成24年産 野菜生産出荷統計」 平成24年産 果樹生産出荷統計」

【正答　１】
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