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新技術セミナー「力ンキツ育成品種の特性」での説明の様子

「頼りにされる」農業技術センターを目指す

私は，サムエル・ウルマン氏の「青春j とい

う詩が好きです。心が疲れたときに読み返すと

元気をもらえます。詩の一節には青春とは

人生のある期間ではなく，心の持ち方を言う。� 

(中略)…年を重ねただけで人は老いない。理

想を失うとき初めて老いるj と記されています。

私は，組織も同じだと思います。

農業技術センターは県立の研究機関であり，

県民や県内産業に貢献するための技術開発を

担う組織です。その任務を果たすためには，価

値観の違う多様な人材が集い，志を共有し，農

業技術の理想を求めて熱狂できる組織である

べきと考えます。

私は，広島県立総合技術研究所が創設され，

初めて果樹研究部長の任にあたった� 2年前か

ら，毎年，以下のことを果樹研究に関わる職員

に指導しています。� 

『果物づくりを誰もが生業としたいと思える

産業に転換するために，私達の立場でできるこ

とをしよう。まず，私達一人一人が「果樹生産

の現状をより良いものに変えたしリ「果樹生産

を人が集う産業として位置づけたいJr果樹生

産を活気ある産業としたしリという強い思いを

持とう。そして楽をして儲かり，自慢でき

る果樹生産を実現する技づくり」を使命とし，

柔軟な発想と技へのこだわりを持って，独自技

術による果樹生産システムの開発を目指そう』

と。

職員が毎日ワクワクできる，疲労しても疲弊

しない，県民や県内産業から「あてにされるJ

農業技術センターを目指して頑張ります。

農業技術センターでは，今年度も新技術セミ

ナーを計画しています。是非，ご参加ください。

(次長果樹担当新田浩通)
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魁幽箇， 中山間地域の夏秋トマト 20t採り技術体系の確立

中山間地域の社会機能を維持するには，基

幹産業の農業振興，儲かる農業の実現が必要

です。方策として当センターでは，近畿中国

四国農業研究センター，山口県，愛媛県，徳

島県と協力し『夏秋トマト 20t採りプロジェ

クト』に取り組んでいます。プロジェクトは，

①中山間地域向け低段密植・立体栽培および

循環型高収量養液栽培，②細霧冷房や局所温

度管理による温熱環境改善，③新技術の現地

実証および普及方策からなり，平成 24年を

目標に技術体系の確立と各県への技術移転

を目指します。広島県では現在，神石高原町

に平張型ハウスと日射量対応型極微量海水

施肥システムを導入し，現地実証を開始して

います。今後も随時，新技術を導入していく

計画です。

図 1現地実恒圃(神石高原町)

図 2 トマトの低段密植・立体栽培

(栽培技術研究部)

魁幽箇， トルコギキョウの冬季計画生産技術の確立

トルコギキョウは，家庭用として，また結婚

式などの冠婚葬祭にも広く利用されることか

ら，周年安定供給が求められています。しかし，

生産は夏に集中し，冬から春にかけては著しく

少なくなります。そこで， (独)花き研究所が

中心となって「今こそチャレンジ!国産花きの

周年効率安定生産システムの構築」に取り組ん

でいます。この課題の中で当研究部では，冬季

計画生産に適した苗の大きさについて検討し

ています。

これまでに推奨されてきた本葉 2対程度の

小さな苗 (4~5 週育百)よりも本葉 3~4 対展

開した大きな苗 (6~7 週育苗)を利用するこ

とで，聞場での栽培期間を 40""'50日程度短縮

できることがわかりました(図 1，2)。今後は，

品質向上を目指した研究を進めていきます。 

図 1定植時の酋

図 2大苗定植で早期に開花

(栽培技術研究部)
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魁函姐， 地球温暖化防止のための農地土壌の炭素量調査

地球温暖化により，農作物に高温障害等が発

生しており，農業分野でも温暖化防止に取組む

ことが必要です。土壌の炭素量は， 大気中の� 3

倍，地上の植生の� 2倍であると試算され，土壌

管理により土壌炭素 (腐植)が増えれば， C02 

が削減できます(図� 1)。そこで，平成� 20年度

大気 一1---l~-~-~-
随土a・生

から全国において，農地(約� 3千地点)に蓄積

されている土壌の炭素量調査(定点調査)と堆

肥等の施用による農地への炭素蓄積試験(基準

点調査)が開始されました。

広島県では，定点調査� 45圃場，基準点調査

を4地点で行っています。深さ� 30cmまでの土

壌炭素量は平均� 6.9t/lOaです(表1)。今後，

定点調査と基準点調査を継続して行い，土壌管

理指針等を策定し，土壌への炭素蓄積技術によ

り温暖化防止に貢献します。

図� 1土岐炭素と二酸化炭素の関係� 

(H20年版土壊炭素調査パンフレットより)

表� 1定点調査圃場における土壌の炭素量(広島県，� H20) 

上地利用形態 点数 相ム 同
炭素忌H 

~ 
水出� 15 水稲� 6.8 

水回転換畑� 13 大豆，キャベツ他� 6. 9 

畑a 12 ダイコン， トマト他� 8.9 

樹岡地 ナシ. モモ他� 1 5. 

平均�  45 	 6. 9 

*震地+施設，	 **土壌O~30 c m 

(生産環境研究部)

魁踊姐， 小菱栽培における肥効調節型肥料を用いた施肥の省力化と増収効果

小麦の栽培で、は，施肥の回数が� 5固と多いた

め，施肥作業の省力化が求められています。そ

こで，温度に応じて成分がゆっくり溶け出す� 2

種類の肥効調節型肥料を組合わせて，播種溝に

全量施用し，施肥の省力化と生育・収量に及ぼ

す影響について検討しました。

苗立数や生育初期の茎数，草丈は慣行と同程

度でしたが，穂数は多くなりました。その結果，
図� 1異なる肥料を用いた小麦の生育状況� 

収量は� 80，7kg/a(慣行対比 130%)と極めて多

く(図� 1，2)，検査等級は� 1等と良好でした。 100 。-収量� @穂数� 600 

施肥回数が� 1回のみとなったので労力は大幅
2、、、、� 
';;j' 

60 
80 

100長
NE 

に削減できました。

現在，この施肥技術による増収効果の安定性

を確認、しています。� 

酬� 40 
当� 20。� 

200 主睦張

O 

肥効調節型肥料 慣行

図2肥料の遭いによる小麦の穂数と収量

(生産環境研究部)

3
 



魁園組， 果樹の新規殺菌・殺虫剤防除刻果試験を行っています

表1ナシ心腐れ症に対する防除効果(2003年)
果樹研究部では，果樹の病害虫に対する新規

希釈 調査発病果率
農薬について防除効果・薬害の試験を行ってい

薬剤名
倍数果数�  (%) 

防除価

ます。この結果は農薬登録認可の基礎資料とし トップジンM 1，500 
87 5.5土3.7 83〆� 

水和剤 倍
て活用されています。 無散布�  220 32.1 ::f::4.6 

これまで，ナシ心腐れ症(表� 1)や薬剤抵抗 品種:幸水

散布:4/18(満開日).4/28. 5/8，5/19. 5/28 


性が発達したミカンサビダニ(表� 2)等難防除
収穫� :8/25.調査� :9/4

病害虫に対する薬剤を中心に試験を実施して 発病果率・平均値±標準誤差

来ました。
表2ミカンサピダニに対する防除効果(2002年)

登録された農薬は広島県病害虫防除基 希釈 寄生成幼虫数(頭)

準Jに採用し，広島県農業情報ローカルネット
薬剤名

倍数� 

4.000 
ワークシステムの農薬情報提供システム� ダニエモン 倍

113 

(http://www.f"net.naka.hiroshima.jp/nouy フロアブル� 6.000 。 。
O 

。
O 

倍
127 

aku_index. sht皿1)で情報提供し，現地の防除 無散布�  111 124 85 9 

計画作成のために利用していただいています。 品種:興津早生(ポット植え)

散布� :9/13 

(果樹研究部)

コラA(今面からa・担当者が醤わりま~)

“虫屋"の虫のい(，¥M ① 一方メムシで怒られ定ことその1-

米ι注産調聾別館った� 1970年頃から.全

国的に斑点米の被害が目立ち始めた.私力唱牒

鼠験蝿に入った� 1974年の初任給lel5万円余

り。その年から 「カメムシ類の発生予票方遺確

立に闘する特殊調査J力市台まった.昔は昆虫少

年ではあった拭鵬業としてあの“臭い力メム

シ"を扱うとは夢!こち思わなかった.

翌年4用.特殊調査の成績関強力濁った.

これ望書い.会場でカメムシの種類を聞こうと.

主査の昆虫分類研究室の長谷川仁博士に.シャ

ーレに入ったー蝿の力メムシ頬を差し出した。

ところ力tいきなり. r.人に男てもらうには少

なくとも聞じ種類に分けて来なさい� IJと一喝

され.突っ返された。会醤の後，研究室で焼酎

等で歓待されたが.頭の申は真っ白で.伺を食

べたか'~ë満にな仇

帰ってから.� rこれではいかんJ と徹国g~勉

強し危先輩から.r剥el自分で耐つないと身に

憎かない」と言われ.ます� 1凶鵠の 「康色昆虫

ヌ置隆� J9.500 昆虫の分類� J5α)()円.� r 円と

保育祉の 「原色日本毘虫匡艦J2.800円を購入

した.薄給の身に� lel痛かった.それから毎日.

蹴蝿から帰ってコタツの上に図鑑を広げ.力メ

ムシの形を見れば名前と生態カ明るまで徹底的� 

lこ頭� E叩き込んだ。私舗� B屋に来た先輩Iel.図

鑑とEらめっこしている姿を男て.怪翻そうな

顔をして出て行ったちのた三

今でlel.一輔の“カメムシ屋"の碩をしてい

るが.当時怒ってもらったこと力tその後の力

メムシ実罰百究にとって大きな糧になっている.� 

-4-

http://www.f"net.naka.hiroshima.jp/nouy


防空司 香りの強い根こlS病抵抗性ヒロシマナ晶種� iCR広島2号」

本県特産の広島菜演は，香りの強いものが良

品とされます。広島菓の香りは，ワサビ等にも

含まれるカラシ油成分に由来します。そこで，

カラ シ油成分を多く含む在来系統と根こぶ病

抵抗性品種� rCR広島� 1号Jを交配し，香り の

強し、根こぶ病抵抗性品種� rCR広島� 2号」を育

成しました(図� 1)。

本品種のカラシ油成分量は，� rCR広島� l号J

の約� 2倍，市販品種に比べ同等以上です(図� 2)。

漬物の香りは強く，食味も良好です。外観はや

や小ぶりですが，収量はこれまでの品種と変わ

りません。また，強度の根こぶ病抵抗性を有し

ており，根こぶ病発生地域での栽培も可能で

す。

本品種の種子の販売は，昨年から始まってい

ます。

図 1 rCR広島� 2号」の外観� 

~ 100 
国
¥、

立80

制
余

60

世� 40 
-a 

iA2O 
R 。� 

CR広島2号� CR広島1号 市販品種

図� 2rCR広島� 2号』のカラシ油成分

(栽培技術研究部)

電嗣届S広島県が育成した力ンキツ新品種の苗木生産が始まりまレた

当センターでは，これまでに県独自カ ンキツ品

種として安芸の輝き� J(図1)等の 3品種を登

録していますロ

この� 3品種の果実特性は表� 1のとおりであり，品

種利用の許諾契約により苗木生産が開始され，産

地への導入が進んでいます。許諾契約日から� 5年

間の苗木の販売先は，広島県内の生産者に限られ

ているので，先行して産地化に取り組むことがで

きます。

表1 広島県育成力ンキツ新品種の果実特性

品種 来歴 品種畳録許諾契約四 分類 熟期果ず�  糖度 クエン画監
特徴� 

，)(1Brix) (" 
『今回早生」

2005年3月� 2006年7月 組早生温州� 9月下旬� 87 9.7 滅敵が早い� 11 1. 号ゐ珠心庇突を7広島果研� 
q膏見JX 。大果で良食味2 φ841. 202 1月下旬11中晩柑月7年2006月10年2005号「サザンレッ11広島果研� 

安芸の輝き 誌協
ド1

22009年3月� 2008年10月 (部いJ9""FiiJ 259 13.4 1.22 滅酸が早い� 

注)� 1999年-2003年間査， 値iま熟期収覆果実の平均値� 

(果樹研究部)

図� 1安芸の輝き
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ジーンパンクで保荏レている特徴のある昂種� (29)

泉州水なす ~果閣がやわらかく.果実を絞ったら水がでる程多汁~

「水なすJという名前のついたなすは福井県の越前水なす等

もありますので，ここではあえて「泉州水なす」とことわって ，.T
おきます。

なにわ大阪の伝統野菜(農文協)によりますと，泉州|水なす 'i~ I 
面『

の期限は八世紀頃その元になる品種が中国から伝来し，その中

から果実水分の多い品種が泉州地域へもたらされ，果色だけが

赤紫色化した� I水なすIがその後に出来上がったとされていま

す。 このような歴史を持つ品種であるため，果実の色は現在市

場流通している多くの品種が濃紫色なのに比べると，赤みがか

かった淡紫色のため見栄えはしません。果実の形は卵形でlOOg 

'"'-'150gで収穫します。

この品種の特長はなんといっても果肉が柔らかいことです。

そして，炎天下の農作業でのどが渇いたときに食べて渇きを癒

したといわれるほど果実の水分が多い特長があります。

従って，浅漬けにした場合の食味は絶品です。方法は一夜漬

けで果実の外側がもっとも美味とされています。また芙ぷらに

しても好評でした。� 

栽培地は耕土が深く水分の豊富な圃場が適しており，施肥量を少なくして十分に根を張らせること

が大切です。肥料分が多いと根の伸長が押さえられて品質の良いものが採れないそうです。

(広島県農林振興センター農業ジーンパンク 技術嘱託員 船越建明)

田農業技術セ ンタ一一位公開のごあんない
。テーマ農を身近に感じて，楽しもう1 

0円時�  :9月� 12A (上) 9:00~15:00 

。催し物:休験コーナー(梨品種の食べ比べ，稲刈り体験，闘んぼの生き物観察，� DNAの観察など)

施設・ほ場見学


家庭園芸教室(野菜，花，� Z害虫，土壌肥料)


切花の展示と販売 など
 

-新技術セミナーのごあんなL
。テーマ: r集落法人の終営戦略づくりに役立つ『集落法人版 BSC~J

日時� :8月

場所:農業技術センター

。テーマ:r水稲鉄コーティング直婦栽婦の甫立ち安定化J
 
I:lU年:8 )J 

J器所:J農業技術センター
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