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内
容
○ 研究成果
◆鹿児島県の電照６月～９月出し栽培に適する
黄色系夏秋スプレーギク県育成品種「サザンフレア」，｢サザンキーサ｣
◆休眠打破によるブドウ「ピオーネ」の収穫期前進化
◆サツマイモでん粉の白度低下要因と向上対策
◆歴代最高の産肉能力を示した「秀幸福」号
○ センター情報
◆１２月６日（土）センター公開デーを開催しました
◆長期研修者紹介
◆第２回農業開発総合センター所長賞授与
◆博士学位の取得者紹介

研究成果

鹿児島県の電照６月～９月出し栽培に適する
黄色系夏秋スプレーギク県育成品種「サザンフレア」，｢サザンキーサ｣
１

２

研究の背景・ねらい
鹿児島県のスプレーギクの生産額は，愛
知県に次ぐ全国第２位で本県の花きの主要
品目です。夏秋スプレーギクはスプレーギ
ク周年生産のために不可欠ですが，近年の
地球温暖化と併せて夏場に開花遅延や品質
低下など様々な問題が出てきています。
特に黄色系は，本県の気象条件に適さな
い品種が多く，産地から品質良好な黄色系
品種が切望されていました。
そこで，本県の夏期の安定生産を図るた
めに，耐暑性に優れ本県に適した黄色系の
夏秋スプレーギクの品種育成に取り組みま
した。
成果の内容・特徴
交配を行い，沖永良部の平張栽培，姶良
の露地栽培，県本土の施設栽培等で耐暑性
や商品性について検討した結果，電照６月
～９月出しで品質の良好な２品種を選抜
し，県育成夏秋スプレーギクとして品種登
録出願しました。

「サザンフレア」
（１）黄色系で，８月出しでは，花径7.0cm
で花が大きく，切り花重が重くボリュー
ム感があります（写真１）。
（２）高温期の８月出しで遅れず開花し，到
花日数は48日です。

サザンフレア

（３） これまでのサザンシリーズの黄色系と
比べ，６ 月出し で無摘 心・摘 心栽培両方
ともフォーメーションが良く，花にアン
トシアニンが発色しません（写真２）。
（４）指宿市での季咲きは６月上旬です。

｢サザンキーサ｣
（１）黄色系で，８月出しの花径4.7cmで小
ぶりです（写真１）。
（２）小葉・立葉で ，摘心後の草丈・開花の
揃いが優れています。
（３）８月出しの到花日数は53日です。
（４） これまでのサザンシリーズの黄色系と
比べ，６ 月 出し で無 摘心・ 摘心栽培 両方
ともフォーメーションが良く，花にアン
トシアニンが発色しません（写真２）。
（５）指宿市での季咲きは５月下旬です。
３ 期待される効果・留意点
（１）本品種を利用することで，６月～９月
出しで高品質かつ安定生産が可能になり
ます。
（２）本品種の 計画 生産や 作期拡大を行うに
は，栽培地での伸長性，到花日数，季咲
き時期等を把握し，作型や定植時期を決
定して下さい。
（３）本品種は市場等の窓口を通じて，県の
フラワーセンターから生産者に種苗供給
されています。
（花き部 渡辺剛史）

サザンキーサ
サザンフレア

写真１

８月出しの花の拡大

写真２
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サザンキーサ

サザンシリーズ既存品種
（アントシアニンが発色）

６月出しの花容・草姿

研究成果

休眠打破剤を利用したブドウ「ピオーネ」の収穫期前進化

１

研究の背景・ねらい
ブドウ「ピオーネ」は種なし栽培に適し
収益性も高く，盆前の需要の多い時期に収
穫できるよう無加温栽培が行われていま
す。春季の気温条件により開花が遅れたり，
夏季の高温で着色が遅れるなどして，盆前
に出荷できない年があり問題となっていま
す。
そこで，無加温栽培「ピオーネ」の高需
要期の出荷割合を高めるために，休眠打破
剤であるシアナミド液剤の散布回数や散布
時期が発芽や開花，果実品質に及ぼす影響
を明らかにし，収穫期を前進化するための
技術開発に取り組みました。

低下が認められた樹では，芽枯れが発生す
ることがあるので散布を控えます。
表１ シアナミド液剤の散布が生育相およ
び着色に及ぼす影響（平成24～26年）
試験区
発芽
開花
収穫
果皮色
期
盛期
盛期 （ﾁｬｰﾄ値）
散 布
3/15
5/ 6
8/ 5
8.0
無散布
3/25
5/12 8 /11
6. 7
有意性
**
*
**
*
注） 有意性：ｔ検定により，*は５％，**は１％
水準で有意差があることを表す

２ 成果の内容・特徴
（１）２月中下旬にビニル被覆する場合，シ
アナミド液剤（商品名「CX-10」）の散
布時期は１月中旬で効果が高く，２月中
旬では効果が低いこと、散布回数は１回
で十分であることが分かりました。
（２）シアナミド液剤を１月中旬に20倍で散
布することにより，無散布に比べて発芽
期が10日程度，開花盛期および収穫盛期
が１週間程度早くなります（表１）。
（３）散布により果房重，糖度および酒石酸
含量に差はみられませんが，果皮色の色
票（カラーチャート）値が高く，紫黒色
の濃い果房となります（表１，写真１）。
（４）高需要期である８月上旬までの収穫率
が高くなり，粗収益は無散布に比べて22
万円/10ａ程度増加します（図１）。

写真１ シアナミド液剤の散布効果
注)

下段写真：収穫時の８月

100
収
量
割
合
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％
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（

期待される効果・留意点

）

３

（１）「ピオーネ」の短梢せん定Ｈ型平行整枝

無散布

60
40

７/下

期の前進化やハウス内での労力分散技術
として活用できます。

散布

0

樹の種なし・無加温栽培において，収穫

（２）散布により発芽が早まりますので，霜

上段写真：着色期の６月中旬

図１

避 け対 策 を行い ます 。 また， 前年に樹勢
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８/上
８/中
収穫時期

８/下

時期別収穫率の比較（平成24～26年）
（果樹部北薩分場

坂上陽美）

研究成果

サツマイモでん粉の白度低下要因の解明とでん粉白度の向上対策

１

研究の背景・ねらい
鹿児島県のサツマイモ生産量は全国１位
であり，その４割はでん粉原料用です。サ
ツマイモでん粉の約７割は清涼飲料水向け
の液糖や水あめなどの原料として使用され
ていますが，今後は食品用など新たな用途
への利用によりサツマイモでん粉の需要拡
大を図る必要があります。
食品へ利用拡大するには品質の安定化が
求められますが，サツマイモの収穫が遅く
なり，気温・地温が低くなるとでん粉白度
が低下することが課題となっています。
そこで，サツマイモでん粉の白度の低下
要因の解明と白度の向上対策技術について
取り組みました。

正の相関が認められます（データ省略）。
このことから，でん粉白度の低下につ
いては，塊根からでん粉を抽出する際に
でん粉に吸着するポリフェノール量が増
加することが主な要因と考えられます。
（２）でん粉白度向上対策
サツマイモの塊根を磨砕した後に飽和
石灰水を使用して速やかに磨砕物のpHを
7.0以上に調整すると，でん粉へのポリ
フェノール吸着が抑制され，でん粉白度
は向上します。なお，でん粉白度が最も
向上するｐHは7.8程度です（表２）。
３ 期待される効果・留意点
（１）期待される効果
サ ツマ イモ 塊根 磨砕 後の pH調 整技 術
は，サツマイモでん粉製造時のでん粉白
度向上対策に有効であり，サツマイモで
ん粉の品質安定化に役立ちます。
（２）成果の留意点
サツマイモ塊根磨砕物のpHが8.5以上
になると，ポリフェノールの変色が激し
くなり，でん粉白度は若干低下します。

２ 成果の内容・特徴
（１）でん粉白度の低下要因
ア 収穫時期が遅い（11月下旬以降）サツ
マイモは，塊根に含まれるポリフェノー
ル含量が増加します。また，ポリフェノ
ールが酸化酵素（ポリフェノールオキシ
ダーゼ）によって酸化褐変することで，
でん粉白度が低下します（表１）。
イ 塊根中のポリフェノール含量とでん粉
のアルカリ着色度（でん粉に吸着したポ
リフェノール含量の目安となります）は
表１

（農産物加工研究指導センター

収穫時期とでん粉白度，塊根のポリフェノール含量

試験区
品種名 植付時期 栽培期間（収穫日）
こなみずき ４月中旬 200日間 (11/ 5)

５月中旬

５月下旬
シロユタカ ５月中旬

５月下旬

220日間
240日間
170日間
190日間
210日間
200日間
170日間
190日間
210日間
200日間

(11/22)
(12/12)
(11/ 5)
(11/22)
(12/12)
(12/12)
(11/ 5)
(11/22)
(12/12)
(12/12)

でん粉
白度

塊根の
ポリフェノール
含量(mg/100g）

87.0
80.5
81.1
87.6
85.0
81.7
84.2
89.5
85.4
81.5
78.4

90.9
123.4
204.4
100.7
106.8
169.4
184.8
84.5
88.1
155.4
178.8

注）1. 植付け日は４月中旬：2013 年４月15日，５月中旬：５月15日，５月下旬：５月22日
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表２

時村金愛）

サツマイモ磨砕後のｐH調整とでん粉白度

磨砕後のpH

でん粉白度

6.4
7.0
7.5
7.8
8.5
9.0

84.9
86.6
86.7
88.3
87.3
87.5

でん粉白度
向上値
1.7
1.8
3.4
2.4
2.6

注）1. 塊根磨砕後の磨砕物のpH調整には飽和石灰水を使用
2. 塊根磨砕後にpHを調整して10分撹拌後にでん粉を抽出
3. でん粉白度向上値はpH6.4の白度値を差し引いた値

研究成果

歴代最高の産肉能力を示した「秀幸福」号
１

研究の背景・ねらい
近年，県内和牛の傾向として似通った血
統の牛が多くなったことにより，各地域の
特色が薄れつつあります。さらに母牛の繁
殖性の低下や子牛の虚弱等の要因とも指摘
されています。
一方で県内各地域には，産肉能力や繁殖
性に優れ，昔から受け継がれている雌の系
統が存在します。
当研究所では，「鹿児島黒牛」の改良と
銘柄確立に向け，これらの雌系統の良さを
兼ね備えた種雄牛の造成に取り組んできま
した。
今回紹介する「秀幸福」号は，曽於地域
で大切に引き継がれてきた「たけやま」系
統に属する優良な雌牛に，県有種雄牛で発
育に優れ高い産肉能力を示した「金幸福」
号を交配し造成されました。

力を示しました（表１）。
表１「秀幸福」産子の肥育出荷成績
枝肉
ロース バラ 脂肪
重量
芯面積 厚
交雑
秀幸福産子8頭 487.2
72.4
8.1 8.5
県平均(H25)
475.6
58.6
7.7 5.8
（※去勢牛の成績）

格付された県内出荷牛の平均）

（３）枝肉は，各部の筋肉が十分に発達し，
肉のボリュームに優れていることや無駄
な脂肪が少ないことなどが特徴です。

２ 成果の内容・特徴
（１）「秀幸福」号は，発育良好で特に体積
に優れています。また，飼料の利用効率
も高いことが特徴です。

「秀幸福」号

血統：金幸福－百合茂－谷照
生年月日：平成21年10月19日

（２）当研究所で「秀幸福」号の産子８頭を
肥育して出荷した結果は，肉質を示す脂
肪交雑（１～12までのランクで12が最良）
は，これまでの県有種雄牛の中で最高と
なる平均8.5でした。また，ロース芯（ス
テーキなどに用いられる部分）の面積も
72.4㎠と歴代最高となるなど高い産肉能

単位:左からkg,㎠,㎝

（県平均とは，公益社団法人日本食肉格付協会により

産子の枝肉状況
（左：脂肪交雑１１ ， 右：脂肪交雑９）

３ 期待される効果・留意点
（１）今後各地域で凍結精液が利用されるこ
とが予想されますが，交配に際しては種
雄牛や繁殖雌牛が持つ系統的な特徴やそ
れぞれの能力を理解した上で適正な交配
を行うことが重要です。
「秀幸福」号が多くの畜産農家で活用
され，農家の所得向上や「鹿児島黒牛」
の更なる改良と銘柄確立につながってい
くことが期待されます。
（２）平成29年には和牛のオリンピックとも
言われる第11回全国和牛能力共進会が開
催されます。現在，「秀幸福」号はその
候補牛として供用され始めており，２年
後の本大会での活躍が期待されます。
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（肉用牛改良研究所育種改良研究室
春日久志）

セ ン タ ー 情 報
１

センター公開デー
県民の皆様に農業研究をご理解いただくた
めに，平成 26 年 12 月６日（土曜日）に県立
農業大学校祭に併せて，センター公開デーを
開催しました。
農業開発総合センターの研究成果や最新情
報の「講演会」，研究成果展示，研究体験，
場内バスツアーを行いました。
また，限定のプチ粗品，堆肥無料配布，リ
ース作り，どろ団子作り等，楽しい企画で大
盛況でした。

３ 長期研修者紹介
① 派遣者：上之園健一(企画調整部)
期 間：平成 26 年 4 月 1 日
～平成 27 年 3 月 31 日
研修先：（独）農研機構食品総合研究所
内 容：品質へのダメージを少なくした
加工品等の殺菌技術，青果物の流
通・貯蔵技術等
② 派遣者：有村恭平(企画調整部)
期 間：平成 26 年 4 月 1 日
～平成 27 年 3 月 31 日
研修先：（独）農研機構食品総合研究所
内 容：高圧処理による変成作用を活用
した新規食品素材化と殺菌技術等
③ 派遣者：鹿子木聡（茶業部）
期 間：平成 26 年 9 月 2 日～11 月 28 日
研修先：（独）農研機構果樹研究所
内 容：カブリダニ類の同定法等の習得

どろ団子作り

多くの方々にご来場いただきました。誠に
有り難うございました。
２

第２回農業開発総合センター所長賞授与
平成 26 年度の優れた研究業績について，農
業開発総合センター所長賞を授与しました。
表彰式（平成 27 年２月 17 日）では，竹之
下佳久主任研究員（園芸作物部），藤川和博
研究専門員（企画調整部），坂上陽美主任研
究員（果樹部北薩分場），上室 剛主任研究
員（茶業部）の４名が，それぞれ下記の業績
にて受賞されました。
～受賞業績～
竹之下佳久：DNA マーカーを利用した育種技
術構築と育種現場への応用技術開
発
藤川和博
坂上陽美

：地球温暖化に対応したブドウ，
ナシの栽培技術の開発

上室

：カンザワハダニの休眠導入条件
の解明と春期発生予察法の提案

剛

４ 博士学位の取得者紹介
① 池澤和広（企画調整部）
「サトイモの湛水栽培に関する研究」
（平成 27 年３月 16 日，鹿児島大学）
② 白山竜次（花き部）
「光周性にもとづくキクの効率的な電照
栽培技術に関する研究」
（平成 27 年３月 17 日，愛媛大学）
③ 西 八束（前:茶業部 現:曽於畑地
かんがい農業推進センター）
「鹿児島県におけるジャガイモそうか病
の原因菌と防除に関する研究」
（平成 26 年９月 19 日，鹿児島大学）
（編集後記）
鹿児島県農業開発総合センターは，平成 27
年度で開所 10 周年を迎えます。
７月８日（水）に，「かごしま県民交流セ
ンター」において，「10 周年研究成果発表会」
を計画中です。
後日，ホームページ等で御案内いたします。
どうぞ，ご来場ください。

鹿児島県農業開発総合センターニュース 第 20 号 平成 27 年３月
編集・発行
鹿児島県農業開発総合センター企画調整部
〒899－3401
鹿児島県南さつま市金峰町大野2200
TEL ： 099-245- 1114
FAX ： 099 -245 -11 30
ホームページ：http://www.pref.kagoshima.jp/ag11
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