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平成22年９月３日に，県立農業大学校で平成22年度農業開発総合センター研究成果発表
会を開催しました。今年は「民間企業との共同研究」というテーマで，花き，茶業，農業
会を開催しました
今年は「民間企業との共同研究」というテーマで 花き 茶業 農業
機械の３部門から，担当研究員と民間企業の担当者が発表しました。発表者と出席者間で
活発な意見交換がなされました。また，ポスター発表も各研究部門から行われ，多くの参
加者の来場を頂き，大盛況でした。

内容
○ 研究成果
・水稲新品種「さつま赤もち」「さつま黒もち」の育成
・新しくお勧めする茶品種「はるもえぎ」「はるみどり」
・落葉果樹栽培の適地を判定するわかりやすい低温分布図
・薩摩鶏新交雑鶏「黒さつま鶏」
○ センター情報

研究成果

水稲新品種「さつま赤もち」「さつま黒もち」の育成
１

研究の背景・ねらい
近年，消費者ニーズの多様化の中で有色
米に対する要望が強まっています。しかし
既存の有色米は，玄米の着色が淡くなるな
ど本県の気候に適さないものばかりでし
た。
そこで，平成13年度から本県普通期水
稲栽培地帯に適する新たな赤米と紫黒米の
育成に取り組みました。

２ 成果の内容・特徴
（１）来歴および特性
「さつま赤もち」は，「鹿児島糯９号（の
ち の 「 さ つ ま 白 も ち 」）」を母 ，「（ベニ ロ
マン/鹿児島糯９号）F2」を父として，平
成13年に交配した組合せから育成した，玄
米が赤色を呈する本県初の赤もち品種で
す。晩生で強稈，いもち病に強く，脱粒性
は難です。
「さつま黒もち」は，
「KG糯232」を母，
「関
東 糯 182号 （ 中 国 由 来 の 紫 黒 糯 系 統 ）」 を
父として，平成14年に交配した組合せから
育成した，玄米が黒色を呈する九州初の紫
黒もち品種です。極晩生で強稈，いもち病
に強く，脱粒性はやや難です。

（２）有色米の機能性
「さつま赤もち」は，玄米表面にタンニン
系の赤い色素をもちます。また玄米に含ま
れる機能性成分として，タンニンとプロア
ントシアニジン（ともにポリフェノールの
一種）があり，ヒノヒカリの約10倍の抗酸
化能があります。
「さつま黒もち」は，玄米表面にアントシ
アニン系の黒い色素をもちます。また玄米
に含まれる機能性成分として，アントシア
ニン（ポリフェノールの一種）があり，ヒ
ノヒカリの約15倍の抗酸化能があります。

３ 期待される効果・留意点
（１）期待される効果
両品種ともに混米（ブレンド）の他，お
こわ，餅菓子など加工品原料として需要拡
大が期待されます。
（２）栽培上の留意点
一般の主食用米への混入を防ぐため，乾
燥機や籾摺機等を別にするほか，毎年同一
ほ場で栽培することが望ましいです。翌年
別品種を栽培する場合は漏生籾に注意して
ください。晩生品種ですので，遅植えや早
期落水は避け，収量および品質の向上を図
りましょう。
（園芸作物部作物研究室 園田純也）
表１ 栽培特性表（農作物奨励品種特性表(H22.3)から抜粋）
品種名
移植期 出穂期 成熟期 稈長 穂長 穂数
脱粒
耐倒
玄米重 玄米千
（月日）（月日）（月日）(cm) (cm) (本/㎡) 難易
伏性 (kg/10a) 粒重(g)
さつま赤もち 6.14
9.01 10.12 78 19.9
318
難
やや強
482
19.9
さつま黒もち 6.14
9.13 10.22 84 18.3
248
やや難
強
525
22.4
さつま雪もち 6.17
9.08 10.18 73 20.0
376
難
強
530
20.7

写真１もち玄米
写真２「さつま赤もち」
(左)さつま赤もち (右)さつま黒もち
の餅（下）
(下)さつま雪もち

写真３「さつま黒もち」の
ブレンド炊飯米

研究成果

新しくお勧めする茶品種｢はるもえぎ｣，｢はるみどり｣
１

研究の背景・ねらい
本県で栽培されている茶の品種は，全国
で約８割を占める「やぶきた」だけでなく，
早生の「ゆたかみどリ」や晩生の「おくみ
どり」等，温暖な気候や労働配分等を考慮
して，多様です。この中で，中・晩生種に
ついては，収穫適期の期間が短くなりやす
いことや特有の品種香が敬遠されることな
どが課題となっています。
そこで，本県に適応し良質多収で，適期
幅の広い中・晩生種を選抜し，奨励品種と
して普及を図ります。

２ 成果の内容・特徴
（１）｢はるもえぎ｣
ア 来歴

（２）｢はるみどり｣
ア 来歴
やぶきた(♀)
かなやみどり(♀)

S6(♂)
(静岡在来種)

はるみどり
やぶきた(♂)

(野菜茶試育成）

イ

収穫期は｢やぶきた｣より５～６日程度
遅い晩生種で，多収です｡
ウ 品質は濃緑で細よれし，渋味が少なく
て旨味が強いです。
エ 成分は｢やぶきた｣より，旨味成分であ
るアミノ酸含有率が高く，苦渋味成分で
あるタンニン含有率は低いです。
オ 寒さには強く，｢やぶきた｣より炭疽病
は強いですが，輪斑病には同じように弱
いです。

やぶきた(♀)
F1NN27(♀)

はるもえぎ

静在16(♂)
(静岡在来選抜)

ME52(♂)
(宮崎在来選抜)

(指定試験地：
宮崎県育成)

イ

収穫期は｢やぶきた｣より２日程度遅い
中生種で多収です｡
ウ 品質は鮮緑で細よれし，香味はまろや
かです。また，収穫が遅れても品質は優
れます。
エ 成分は｢やぶきた｣より旨味成分である
アミノ酸含有率が高く，苦渋味成分であ
るタンニン含有率は低いです。
オ 寒さにはある程度強く，｢やぶきた｣よ
り炭疽病，輪斑病ともに強いです。

図１ 「はるもえぎ」の新芽

図２ 「はるみどり」の新芽
３ 期待される効果・留意点
（１）収穫期間の延長により作業を分散でき，
円滑な茶工場操業が期待されます。
（２）多様な香味の茶を飲用したい消費者ニ
－ズに対応できます。
（３）両品種共に植え付け後の生育が弱いの
で，土づくり等管理を十分行って下さい。
（４）樹姿は，｢はるもえぎ｣ は直立型なの
で株張りが小さくなります。｢はるみどり｣
は開張型なので，強いせん枝を避け，出
来るだけ樹高を上げるような管理が必要
です。
（５）苗は，育成者と許諾契約を結んだ種苗
業者から購入して下さい。
（茶業部栽培研究室 伊地知仁）

研究成果

落葉果樹栽培の適地を判定するわかりやすい低温分布図
１

研究の背景・ねらい
ブドウやナシなどの落葉果樹の正常な生
育には，冬期の低温が重要です。十分な低
温に遭うことで樹体は休眠から覚醒し，発
芽や開花を始めます。
落葉果樹栽培では，休眠の覚醒に必要な
低温量を7.2℃以下の積算時間として表し
ますが，モモでは1,000時間，ナシでは800
時間，ブドウでは500時間とされています。
モモやナシの栽培南限地域にある本県で
は，地球温暖化による影響を受けやすく，
今後，十分な低温量が得られなくなること
が心配されます。
そこで，冬期の低温の変動や地域分布を
明らかにし，落葉果樹の品種選定や栽培の
可否を判定できる指標を作成しました。
（上図 平成10～20年の状況）

２ 成果の内容・特徴
（１）果樹部北薩分場（薩摩川内市東郷町）
における年平均気温は年々上昇する傾向
にあり，特に春期と秋期の気温が高くな
りました。
（２）しかし，落葉果樹の生育に必要な冬期
の低温量が少なくなる傾向はありません
でした。その一方で，冬期の気温の変動
が激しくなり，暖冬年が増えています。
（３）平成10～20年の7.2℃以下の積算時間
の分布図は，その16年前である昭和50～
平成４年のものと比べ変化は少ないもの
でした。しかし，極端な暖冬が問題とな
った平成18年では分布が北上し，低温不
足の傾向が強まりました．
（４）これまでと同様にブドウやナシなどの
落葉果樹の栽培は可能であることが判り
ましたが，一部の地域で極端な暖冬があ
った場合には，モモやナシなどで低温不
足となる危険性が一部の地域にはありま
す。（下図 暖冬年（平成18年））

３

期待される効果・留意点
今後，樹種や品種を選ぶ場合にはこの低
温分布図を参考にして行い，低温量に余裕
を持つことが大切です。

鹿児島県の7.2℃低温遭遇時間の地域分布図

（果樹部北薩分場

藤川和博）

研究成果

薩摩鶏新交雑鶏「黒さつま鶏」
１

研究の背景・ねらい
畜産試験場では，「薩摩鶏」の優良系統
維持並びに産肉能力に重点をおいた改良を
行うとともに，この薩摩鶏を活用して，今
までに，
「さつま若しゃも」，
「さつま地鶏」
を作出してきました。
しかしながら，近年生産現場からは，さ
らに生産性の高い地鶏を，流通現場からは，
もっと鹿児島の地鶏銘柄の拡充を望む声が
多くなってきました。
そこで，飼料効率などの生産性向上や，
鹿児島らしさ等の商品性に重点を置いた新
しい地鶏の作出に取り組み，平成18年度に
横斑プリマスロックとの交配による「薩摩
鶏新交雑鶏」を完成させ，その性能向上を
図りました。

２ 成果の内容・特徴
（１）成果の内容
「薩摩鶏新交雑鶏」の母方種鶏である「横
斑プリマスロック」を産肉性，産卵性に重
点を置き改良を進めました。
その結果，交雑鶏の体重が雄84日齢，雌
126日齢で，2.7kgとなり，ブロイラーの出
荷体重に近づいています。
なお，この「薩摩鶏」雄と「横斑プリマ
スロック」雌との交雑鶏の名称は，伊藤県
知事により「黒さつま鶏」と命名されまし
た。

（２）「黒さつま鶏」の特徴
ア 羽装
横斑プリマスロックとの交雑鶏は，ひ
よこの段階では，雄雌ともに黒色で，雄
だけ頭部に白斑が有り，羽装による雌雄
鑑別が容易にできます。
また，成長すると，雌は総黒，雄は黒白
横斑となります。
イ 肉質
ブロイラーと比べ，筋肉中の水分，粗
脂肪量が少なく，鶏の旨味成分の一つで
あるイノシン酸が多く含まれています。
また，筋繊維もきめ細かく，適度な歯
ごたえがあります。
ウ その他
薩摩鶏，横斑プリマスロックともに日本
農林規格（JAS規格)の「地鶏肉」の定義で
定める「在来鶏」であることから，その交
雑鶏は，在来鶏血液百分率100％となりま
す。
３

期待される効果・留意点
「黒さつま鶏」の特徴である黒を基調と
した羽装は，「鹿児島黒牛・黒豚」に続く
「鹿児島の黒」をアピールできます。
また，出荷日齢目標は，雄雌平均で105
日と設定できるほど地鶏としては発育がよ
いことから，新たな本県特産品として期待
されます。
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（中小家畜部養鶏研究室

濵田幸一郎）
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「センター公開デー」のお知らせ
平成22年12月11日（土）午前10時から，毎

年恒例の農業開発総合センター公開デーを開

ー

情

報

農業者の取組事例を掲載した有機農業情報誌
をホームページで紹介しておりますので，ご
活用下さい。

催します。
試験研究をパネルで紹介したり，どろ団子
作り体験など，楽しいイベントを準備してお
ります。また当日は農大祭も開催されますの
で，皆様お誘い合わせの上，ご来場ください。
２

センター視察
農業開発総合センターには，年間約2,000

人の視察者が訪れます。今年は近隣県の口蹄

４

平成24年度試験研究の要望提案の募集

疫発生により視察をお断りしておりました

農業開発総合センターでは，平成24年度

が，８月から一部の場所を除いて視察の受入

の試験研究課題の構築に当たり，要望・提案

を再開しております。詳しくはホームページ

を広く募集します。期間は11～12月を予定し

（下記アドレス）に掲載しております。

ています。ホームページでも受け付けますの

最近の視察では，９月22日に鹿児島女子短
期大学の学生が総合学習の一環として来場し

で，ご意見下さいますようよろしくお願いし
ます。

ました。
５

博士号の取得
三浦伸之（企画調整部）：
「茶園土壌における有機態窒素の動態およ
び茶樹への吸収」
（平成22年３月15日，鹿児島大学）

６

各賞の受賞

○松元
３

有機農業現地研修会
８月４日に霧島市で平成22年度第１回有機

農業現地研修会を開催しました。
現地では，機械による水田の除草効果の実

順（企画調整部）：日本土壌肥料学

会技術賞
課題名「南九州畜産集中地域における窒素
負荷の低減対策」（平成22年９月８日）
○上薗一郎（生産環境部）：日本土壌肥料学

証，室内では，有機質資材の特性と利用につ

会2010年度北海道大会ポスター賞

いて研修しました。

課題名「生産現場で実施可能な畑土壌可給

また，有機農業で活用できる技術の紹介や，

態窒素の簡易判定」（平成22年９月８日）
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