新たな鹿児島県農業試験研究
巻 頭 言
推進構想に基づいた取組
鹿児島県は，南北600kmにわたる広い県土の中

新たな推進構想における基本方向の４つのテーマ

で，温暖な気候や広大な畑地などの特性を生か

① 生産力・経営力を強化するための研究

した多岐にわたる農業生産が展開されており，

② スマート農業 の実現に向けた次世代農業

農業は，食品加工業とも結びついた本県経済を
支える基幹産業となっています。

技術の開発
③ 農畜産物の高 付加価値化による競争力強

鹿児島県農業開発総合センターでは，
「 鹿児島
県農業試験研究推進構想」に基づいて，本県農

化を図るための研究
④ 持続可能な農 業と地域資源の活用に対応

業の特徴を活かした試験研究に取り組んでいま

した研究

す。また，県農政部では推進構想の見直しを行

新たなテーマでは，現在，注目を集めている

い，本年度から新たな推進構想がスタートしま

“スマート農業”はもちろん，大規模化，法人化

した。

が進むなかで，生産力・経営力の強化や付加価

新たな「鹿児島県農業試験研究推進構想」で

値向上による競争力の強化，中山間地を含めた

は，本県の農業及び農村の抱える現下の課題解

持続的な農業の実現に向け，研究を進めます。

決のため，取り組むべき試験研究の推進方向と
して，以下の４つのテーマを柱に定めました。
新たな推進構想の計画期間は，令和元年度か

農業開発総合センターでは，新しい時代を迎
えた本県農業の発展や，農業所得の向上に向け，

ら５年間とし，基本方向に沿ってロードマップ

環境の変化に対応できる試験研究に取り組んで

を含む試験研究計画を作成しました。中長期的

まいります。今後とも御支援・御協力をお願い

な展望に立った戦略的な取組を，総合的かつ効

いたします。

率的に行う事としています。

（農業開発総合センター所長
〜
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研究成果１

サトイモの優良種いも増殖に
有効な湛水畝立て栽培法

１．研究の背景
加工・業務用サトイモはほとんどが輸入冷凍品で
すが，消費者の安心・安全な国産志向の高まりによ
り，国内産の生産拡大が望まれています。
このような中，国内の生産現場では，干ばつや病
害等の発生により優良な種いもの不足が課題となっ
ていますが，近年，サトイモを湛水状態で栽培する
と光合成速度が高まり，生育が促進され，いも個数
が増加することが明らかになりました。
この度，本栽培法によるサトイモの優良種いもの
増収技術を確立しましたので紹介します。
２．成果の内容
(1) 湛水畝立て栽培法の特徴
排水性の良好な水田に，従来どおり畝間１ｍで畝
立て黒マルチし，３〜４月に株間20〜30cmで植え付
けます。その後，本葉が５枚以上展開した６月から
３か月程度，用水路より畝間に水深10cm程度で水を
流しながら湛水をしていきます（図１）
。
本栽培法はスプリンクラー等の設備は必要なく低
コストですが，常に水が流れていくよう入水量を調
節する必要があります。

慣行

湛水

図２ 収穫時のいもの着生状況

図３ 規格内の種いも個数，重量
（石川早生丸：20〜80ｇ）
(3) 湛水畝立て栽培法で生産された種いもの生産能力
本栽培法で生産されたサトイモを種いもとして畑
地に植え付け，収量性を検討したところ，慣行栽培
由来の種いもと同等の収量が得られ，生産能力に差
がないことが認められました（図４）
。

図１ 畝間に水をかけ流しながら湛水している状況
(2) 湛水畝立て栽培法の優位性
本栽培法により，種いも規格（20〜80ｇ）内のい
も個数，重量が増え，２割程度増収します（図２，
３）
。また，サトイモ栽培で最も重要な病害はフザリ
ウム菌による乾腐病ですが，湛水条件下ではこのフ
ザリウム菌がほとんど増殖せず乾腐病の発生が抑制
されることが分かっています。その他，線虫害や土
壌水分の乾湿差により発生する裂開症，カルシウム
欠乏により発生する芽つぶれ症等の障害いもの発生
も軽減されます。

図４ 種いもの栽培法の違いによる生産能力
（石川早生丸）
３．期待される効果
サトイモを湛水畝立て栽培することにより病害や
障害いもが減少し，優良な規格内種いもが20％増収
できます。これにより，サトイモ出荷用産地の栽培
面積が増え，生産量の増加につながります。
（園芸作物部野菜研究室 池澤和広）
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研究成果２

高能率！簡単操作！
新サトイモ子いも分離機
損傷いもの発生程度は２〜５％で，こん棒やビー
ル瓶などで叩きながら作業を行う慣行の手作業とほ
ぼ同等のレベルです（表１）
。皮剥けについては，収
穫前期ほど皮剥けし易く，収穫後期ほど減少する傾
向があります（データ略）
。

１．研究の背景
サトイモは水田や畑かん地域の有望品目ですが，
収穫時の親いもと子いもを分離する作業が全て手作
業で行われています。特に，本県の主力品種の「石
川早生丸」ではこの作業が全労働時間の３割以上を
占め，規模拡大の大きなネックとなっています。そ
こで，当センターでは，新しい方法による子いも分
離機の開発・実用化を行いました。
２．成果の内容
(1) 分離機の仕組みと特徴
本機は，主に「石川早生丸」を中心とする早生系
品種の子芋分離作業を行うものです。子いも分離の
仕組みは，図１に示す通りで，親いも打抜孔にサト
イモ株を逆さに乗せ，油圧駆動のゴム製押圧板で株
の尻部全体を包み込むように押圧し，親いも頂部が
打抜孔に押し込められると同時に，親いもに放射状
に着生している子いもと孫いもが剥がされながら分
離していきます。株の尻部全面をゴム製の押圧板で
包み込むように圧力をかけることで，圧力が分散し
損傷いもが減少します。押圧板はゴム製なので色々
な形の株に対応可能です。

図２ 子いも分離作業時間
表１ 損傷いもの発生程度
鹿屋市
分離機
人 力

沖永良部

湛水 無湛水 無湛水
2.3
4.1
4.4
3.8
－
0.9

注）品種：「石川早生丸」

図１ サトイモ子いも分離機
(2) 分離機の性能
分離作業に係る作業時間は収量レベルで変動し，
高収量になるほど多くの時間を要しますが，本機を
活用すると，収量の多い少ないにかかわらず人力作
業の1/4〜1/5に短縮されます（図２）
。

重量 ％

霧島市

無湛水

無湛水

3.8

湛水
4.5

－

5.0

－

湛水：湛水栽培法

5.3

無湛水：慣行栽培法

(3) 利用上の留意点
①本機は，親いもを逆さにして基部を打抜孔に入れ
込む必要があります。入れ込む際に親いもの上下
判別が必要になることから，掘り取り前の茎葉処
理の切断高さは５センチメートル程度が目安です。
②株の抱土（株が抱えている土）は，分離の際に子
いもの損傷を抑制する作用があります。このこと
から，
掘り上げ時の土篩いは弱めでかまいません。
なお，水田栽培では抱土量が畑地栽培に比べ増加
しますが，分離作業にはほとんど影響しません。
③本機は水田及び畑土壌のいずれにも対応可能です
が，土壌水分が少ないほど土離れがよくなり，子
いもが回収しやすくなることから，掘り取り後は
可能な限り株の風乾を行うことで，効率的に分離
作業を実施できます。
３．期待される効果
県内のサトイモは，労働力不足等により生産は減
少傾向にありますが，本機を活用することで，子い
も分離にかかる労働力を大幅に削減でき，規模拡大
や新たな産地育成が期待されます。
（大隅支場農機研究室 大村幸次）
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研究成果３

キャベツ根こぶ病の総合防除
に関する研究成果

１．研究の背景
根こぶ病は，キャベツ，ハクサイ，ブロッコリー
などアブラナ科野菜に大きな被害を及ぼす土壌伝染
性の病害です（図１）
。県内では平成25年頃からキャ
ベツ，菜の花などで発生が広がっており，深刻な被
害がみられる地域もあることから，早急な対策が必
要となっています。
そこで，当センターの各部門でこれまで実施した
現地試験や，キャベツ根こぶ病の総合防除に関する
研究成果について紹介します。

(3) 総合的な防除試験
前年に根こぶ病が多発した現地ほ場で，秋季にキ
ャベツ（金春）を定植し，各種防除対策を単独また
は組合せて効果を比較したところ，収穫時の発病度
は，防除対策を組み合せることでさらに抑制されま
した（図２）
。
なお，本県で利用可能なキャベツの根こぶ病抵抗
性品種（11月下旬〜12月上旬に収穫する作型）とし
て，２品種（げっこう，夢いっぽ）を選定しました。

図１ 根こぶ病の症状（キャベツ）

２．成果の内容
(1) 気温と根こぶ病の発病程度の関係
指宿地域の現地キャベツほ場で，定植時期ごとの
根こぶ病の発生状況と気温との関係を調査しました。
定植後14日間の平均気温が12℃以下になる作型では，
根こぶ病の発生が大きく減少し，農薬無しでも被害
を回避できることがわかりました（表１）
。
表１ 根こぶ病の発病度と定植後14日間の平均温度
定植月日
9月24日
10月 7日
10月14日
10月26日
11月 6日
11月25日
12月16日
1月12日

発病度注）
（定植6週間後）

64.4
56.6
73.1
72.8
71.3
8.4
0
0

現地ほ場
地温（℃）
気温（℃）
23.9
22.8
20.6
19.6
21.1
20.8
18.6
18.2
19.5
19.8
14.1
12.4
12.0
10.8
8.1
6.1

アメダス
気温（℃）
22.8
19.3
20.1
18.2
20.0
12.8
11.1
6.8

注）キャベツの根を発病程度別に調査し，それぞれの階級に重みを付けて算出した値。

(2) 土壌ｐＨの矯正
指宿地域の現地ほ場（火山放出物未熟土）におい
て，消石灰等を施用し，土壌ｐＨ(Ｈ2Ο)を7.0以上
に酸度矯正することにより，根こぶ病の発生を抑制
できることがわかりました。

図２ 総合防除試験ほ場における根こぶ病の発病度

３．期待される効果
根こぶ病は，ほ場毎の発病レベルに応じて，作付
け前に防除対策を選択する必要があります。レベル
によっては，単独の技術ではなく，複数の技術を組
み合わせることで防除効果が高くなります。そのた
め，上記の研究成果をもとに，根こぶ病の発病レベ
ルに応じた総合防除対
策マニュアルを平成31
年３月に作成し，防除
指導への活用を図って
います（図３）
。
また，根こぶ病の多
発ほ場においても，低
温期に定植する作型に
変更することで被害を
抑制でき，防除コスト
の低減につながります。

- 4 -

図３ 総合防除マニュアル

（生産環境部病理昆虫研究室 湯田達也）
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横斑プリマスロック種鶏の効率的な
研究成果４
種卵生産技術の開発
１．研究の背景
現在，かごしま地鶏の１つである黒さつま鶏は年
間出荷羽数40万羽を目標に需要拡大に取り組んでお
り，
種卵の増産と生産安定化が課題となっています。
このため，黒さつま鶏の母方種鶏である横斑プリマ
スロック（BPR）については，鶏肉を生産するための
増体能力と種卵を生産するための産卵能力の向上が
求められています。
BPRの特徴として，増体能力に優れ，過肥となり易
い性質があります。太りすぎると，産卵成績が著し
く低下するため，産卵成績の向上に向けた取り組み
として，制限給餌による体重コントロールについて
検討しました。
２．成果の内容
(1) 制限給餌について
日齢や産卵率に応じて１日の給餌量を定めて体
重をコントロールする給餌方法で，育成期は過度な
体重増加を抑えること，成鶏期は体重を維持するこ
とを目標としました。
(2) 育成期の制限給餌（４〜19週齢）
給餌量を不断給餌の60％に制限すること（表１）
で，成鶏期の産卵率向上に効果があることが分かり
ました（図１）
。
表１ 育成期の給餌量及び体重の目安
週 齢
給餌量
（g/日・羽）
体 重
（g）
週 齢

4

5
50

6
60

7

8
80

75

9
85

11

10
90

813

936 1,127 1,284 1,428 1,577 1,786

13

14

15

16

19

80
70

産卵率（
％）

60
50
40
30

制限給餌

20

不断給餌

10
0

(3) 成鶏期の制限給餌（20〜63週齢）
給餌量は115g/羽･日給与から開始し，産卵率10％
毎に２g/羽･日ずつ増減して給餌量を調整します。
産卵率が低下する成鶏期の後半（52週齢〜）は，
体重が増加しやすく，さらに調整が必要な場合があ
ります。
(4) まとめ
制限給餌により，生存率，産卵率，種卵生産個数
が増加し，種卵の増産に有効であることが分かりま
した（表２）
。また，産卵率は24週齢以降，不断給餌
に比べて高いレベルで推移し，種卵生産の安定供給
につながると考えられました（図１）
。なお，制限給
餌による受精率の低下は確認されませんでした。

20

給餌量
95
100 105 105 105 105 100
（g/日・羽）
体 重
1,931 1,853 2,035 2,096 2,131 2,269 2,412 2,476
（g）

90

図２ 育成期の給餌風景

生存率
（%）

産卵率
（%）

飼料摂取量
（g/羽・日）

制限給餌

98.3

59.8

126.3

64.6

不断給餌

71.8

53.0

197.5

46.6

90

634

18

一斉に採食させる

表２ 飼養成績（20〜63 週齢）

570

17

スペースを広く！

12
90

90

給餌方法として体重の斉一化を図るため，食べる
スペースは１羽当たり幅15cm以上を確保し，必要な
給餌量を手早く与えるようにします（図２）
。

種卵生産個数
（個/100羽）

１）

注１）種卵生産期間を28週齢以降とした

３．期待される効果
人間が太り過ぎると健康を損なうのと同様に，鶏
も過肥になると能力を発揮出来ません。
BPRを健康に
育て，損耗を少なくし，たくさん卵を産ませるため
に計画的な給餌は効果的です。種鶏からの種卵供給
も少ない羽数で安定して行うことができます。さら
に，餌の量も抑えられるため生産コストの削減につ
ながります。
黒さつま鶏種鶏場のBPRに活用すること
で収益性の向上が見込まれ，今後の肥育素ひなの増
産にも対応できるものと思われます。
（畜試中小家畜部養鶏研究室 酒井 仁司）

図１ 産卵率の推移
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部 門 紹 介

植物バイオ部門における
最近の研究開発について
スプレーギク品種｢サザンチェルシーイエロー｣は，
県育成の桃色品種「サザンチェルシー」にＸ線を照
射し，桃色が白色になった変異系統に，さらにＸ線
を再照射して黄色となった花色変異品種です
（図２）
。
生産者は，同一ハウス内の同じ栽培条件で，花色
が異なる２品種を生産することができます。

１．植物バイオ部門の概要
旧バイオテクノロジー研究所（鹿屋市串良町）は
平成26年４月に農業開発総合センター(南さつま市
金峰町)内に移転し，
園芸作物部バイオテクノロジー
研究室となりました。
植物バイオ部門では，地域振興のため，イオンビ
ーム等の突然変異誘発や遺伝子解析技術を活用し，
効率的な優良品種の育成や，品種識別技術などを進
めています。
２．試験研究の取組内容
(1) ＤＮＡマーカーを利用した品種識別
本県育成の「新神」
（あらじん）に由来する輪ギク
品種「立神」
（りゅうじん）や「冬馬」
（とうま）等
は，およそ１日で，葉１枚からＤＮＡを抽出し，マ
ーカーによるＰＣＲの増幅パターンの写真判定によ
って類似の他品種と明確に識別することが可能にな
りました（図１）
。
これにより，県育成品種の不法栽培を効果的に抑
止し，育成者権を保護することができます。このよ
うな品種識別技術は，輪ギクのほかユリや水稲等，
複数の県育成品種で開発しています。

図１ ＰＣＲの増幅パターン

図２ サザンチェルシーイエロー
(3) ＤＮＡマーカー病害虫抵抗性検定
病害虫抵抗性を持つ優良品種の育成には，多大な
労力と年数が必要です。
特にバレイショでは，防除が困難なジャガイモシ
ストセンチュウに対する抵抗性を持つことが品種育
成の必須条件です。そこで，品種育成の初期段階か
らＤＮＡマーカーを利用して選抜する技術を確立し
ました。
葉片または塊茎表皮からＤＮＡを抽出し，ＤＮＡ
マーカーを用いて，ジャガイモシストセンチュウ抵
抗性遺伝子やＹウイルス抵性遺伝子を保持している
有望系統や品種候補を選抜し，大隅支場と連携して
シストセンチュウ抵抗性の新品種を育成しました。
このような育種法は他に，水稲や野菜等でも実施
しています。

「新神」由来品種・系統は，バンド１本が出現し，
「神馬」及びその
選抜系統はバンドが２本出現することで他のものと識別

(2) 突然変異の有効利用技術
イオンビーム等による突然変異の誘発技術によっ
て，花色のみが異なり，栽培特性がほぼ同じである
スプレーギクの花色ファミリー品種を果樹・花き部
と連携して育成しました。

３．おわりに
バイオテクノロジー分野の技術は著しく進歩して
います。植物バイオ部門では，各品目の育成部署と
密接に連携して，品種育成に有効な育種素材の作出
と提供，ＤＮＡマーカーを用いた系統の評価，育成
品種の識別等について，今後とも取り組みます。
（園芸作物部バイオテクノロジー研究室 藤川和博）
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日本一のオクラ産地で進むＩＰＭ
普及現場から の普及について
１．指宿地域がＩＰＭを取り組んだ経緯
指宿地域は約330haのオクラが栽培される日本一
の産地で，多くの新規就農者がオクラを栽培するな
ど，今後も栽培面積が増加すると予想されます。一
方で，オクラは，登録薬剤が少なく，薬剤抵抗性害
虫の発生が懸念されており，化学農薬に頼らない防
除法の導入が求められていました。
農業開発総合センターでは，指宿地区の課題を解
決すべく，平成24年度からオクラにおける土着天敵
活用に関する研究に着手し，平成26年度および30年
度にその成果として「露地栽培オクラにおけるイン
セクタリープランツ（天敵温存植物）を活用した土
着天敵の保護・強化法」に関する情報を普及に移す
研究成果として報告しています。指宿地区ではこの
情報をもとに，平成27年度から本格的に露地栽培オ
クラにおけるＩＰＭに取り組んでいます。

３．ＩＰＭの普及
露地オクラのＩＰＭは，地域振興局が中心となり
生産者リーダーのほ場で実証展示と現地説明会を開
催したことで，多くの生産者が実践するようになり
ました。また，平成30年度にＩＰＭの取組拡大を図
るために開催した「ＩＰＭシンポジウムｉｎいぶす
き」をきっかけに，さらに機運が高まっています。

図３ ＩＰＭ実証ほ場での現地研修会

２．普及した研究成果の概要
オクラでは，ワタアブラムシやチョウ目害虫（オ
オタバコガ，ハスモンヨトウ，フタトガリコヤガな
ど）が発生しますが，これまでは，害虫全般に効果
のある殺虫剤が利用されていました。ところが，栽
培後半になると害虫の増加スピードが速く，防除し
ても十分な効果が得られませんでした。そこで，害
虫には有効で天敵に影響の少ない薬剤（選択的殺虫
剤：チェス顆粒水和剤，エコピタ液剤，粘着くん液
剤など）を利用すると，土着天敵（テントウムシ類，
ヒラタアブ類，ヒメハナカメムシ類など）をほ場に
温存できることを明らかにしました。さらに，ほ場
周辺の天敵を温存する植物としてソルゴーやソバ等
を植栽すると，天敵が安定的に働くため，ほとんど
殺虫剤を散布することなく栽培後半まで害虫の発生
を抑制できることを明らかにしています。

図４ 消費者や実需者も参加したシンポジウム

ＩＰＭ導入面積

(ha)

図５ 指宿地区のオクラにおけるＩＰＭ導入状況
(JA いぶすき共販組織内の推移 R1 共販面積：108ha)
図２ テントウムシ（幼虫）

４．おわりに
オクラにおけるＩＰＭの普及は，研究成果が現地
のニーズにマッチし，普及と研究が一体となって取
り組んだ優良事例といえるでしょう。
（企画調整部普及情報課 尾松直志）
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〜 セ ン タ ー の 動 き 〜
４．平成 30 年度 農業開発総合センター所長賞
本県農業の発展に寄与することが期待される研
究成果の５業績に対し，農業開発総合センター所
長賞を授与し，
各受賞者は受賞講演を行いました。

１．農業開発総合センター公開デー
(1) 平成 30 年度
平成 30 年 12 月 15 日に，
県立農業大学校のキャ
ンパスにおいて，農大祭と同時にセンター公開デ
ーを開催しました。
平成 30 年度の主な内容
○ミニ講演会(果樹，土壌，野菜，和牛共進会等)
○成果パネル及び農産物展示
○農業研究体験(DNA 抽出体験，ドロ団子つくり等)
○堆肥配布（畜産試験場）
○茶の試飲・販売（茶業部）
○バスツアー（施設・圃場等の案内）

来場者の方々にセンターの試験研究の取組をわ
かりやすく紹介した成果パネル展示や研究体験，
研究現場を見ていただくバスツアーを行いました。
〜 受 賞 業 績 〜
○ＩＰＭ技術を研究と普及の総合力で社会実装
ＩＰＭ技術社会実装チーム
德永太藏（普 及情報課）
柿元一樹,湯 田達也（病理昆虫研 究室）
相本涼子（土 壌環境研究室）
倉本和幸（大 隅支場園芸作物研究 室）

展示(熱心な質問も)
DNA抽出体験
(2) 令和元年度
本年度のセンター公開デーは，以下の日程で予
定していますので，ご来場をお待ちしています。
期 日 令和元年 12 月７日（土）
会 場 県立農業大学校内
２．学位取得者の紹介
上室 剛（大隅支場 環境研究室）
「チャノホソガの効率的な防除に関する研究」
（平成31年３月26日，
千葉大学）
３．各種受賞者の紹介
(1)全国農業関係試験研究場所長会研究功労者表彰
受賞者 森 清文（園芸作物部）
業 績 南九州畑作地帯の土壌理化学性実態の
解明と改良対策
(2)全国畜産関係場所長会畜産研究功労者表彰
受賞者 大小田 勉
業 績 ・
「かごしま黒豚」第４系統豚「クロサ
ツマ 2015」の造成
・
「かごしま黒豚」のおいしさの数値化

○湛水畝立て栽培によるサトイモ種いも生産技
術の確立（栽培部門）
湛水畝立てサトイモ栽培チーム
池澤和広（野 菜研究室）
福元伸一（作 物研究室）
別府誠二（熊 毛支場園芸研究室）
緒方寿明（大 隅支場園芸作物研究 室）
内野悟志,岩 切学（野菜研究室）

○テッポウユリの県オリジナル品種育成と栽培
技術の開発
テッポウユリチーム
今給黎征郎（ 花き研究室）
白山竜次（バ イオテクノロジー研 究室）
富永幸治,安 谷公志（花き研究室 ）

○サトイモの子いも分離機の開発
サトイモ子いも分離機チーム
大村幸次（大 隅支場農機研究室）
池澤和広（野 菜研究室）
溜池雄志,馬 門克明,白川一徳,内 園隆昭,
二見良一（大 隅支場農機研究室）

○「かごしま黒豚」の育種改良とブランド向上
大小田勉（畜 産試験場

養豚研究 室）

※所属は平成 30 年度当時
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