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1.研究目的

沖純農業の基幹作物であるサ トウキビは,最近の急激な減産によって存続すら危供されており,

増産および品質の向上に加えて機械化 ･省力化の推進が重要な課題となっている｡これらを可能

にするのは機械化と情報化を中心とした新しい生産システムであるが,機械化はともかく情報化

の実現には大きな困難を伴うのが実状である｡サ トウキビのような土地利用型作物においてはそ

の傾向が強い｡

しかし,平成 6年度より原料の買い入れ精度が晶質取引に変わり,すべてのサ トウキビ圃場か

ら品質データ (糖度)が組織的に測定されるようになり,得られた情報を活かした精密な生産管

理の可能性がでてきた｡特に,品質評価時に,糖度以外の含有成分を同時計測できば,栽培管理

法の改善などに有効な情報を提供するシステムを安価に構築できる｡

後述のように申請者らの過去 3年間の研究で,糖度 (品質),ジュース成分,土壌成分および

葉片成分との間には相関があることが明らかになったので,ジュース成分によって圃場状態の把

握が可能である｡しかしながら,成分分析に使用した ICPプラズマ発光分析装置は,現場での

計測には不向きであるので簡易な計測装置が必要である｡

本研究では,品質評価用サンプル ･ジュースの成分 (N,P,Kなど)を近赤外分光分析装置

で迅速に測定する法を確立し,それに基づく生産管理 ･支援システムとその利用法の開発を目的
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とし,次の項目を検討する｡

(1)近赤外分光分析装置によるジュース成分の計測システムの開発

(2)このシステムによる土壌分析および葉片成分分析

(3)分析結果の相互関係の確認

(4)品質データと計測結果からなるデータベースの構築

(5)生産管理 ･支援システムの構築とその利用法に関する検討

(6)圃場状態を地図上に表示する地理情報システム (GIS)の開発

･取引精度の中で得られるサンプルを利用して成分分析を行うので,出所がはっきりした大量の

デ-夕が自動的に収集できる｡

･近赤外分光分析装置を利用した迅速かつ簡易な複数成分計測法を確立できれば,品質および収

量への影響因子を明確にできる｡

･これらのデータをデータベース化することによって機械利用計画,作業計画,作付計画,土地

利用計画などに利用できる｡

･開場状態の空間的 (地図),時間的把握が可能であり,生産管理に利用できる｡

2.計画および方法

(平成 10年度)

(1)近赤外分光分析装置によるジュース成分の計測システムの開発

近赤外分光分析装置 (本研究で購入予定)を用い,4-6種類のジュース成分を同時に計測す

るシステムを開発する (計測システムの適否が本研究の成否を決定する)｡

(2)ジュース成分の分析

製糖期 (1-3月)に大東糖業株式会社の品質分析室に本システムを設置し,糖度 (品質デー

タ)と並行して計測する｡ジュース成分と品質データをオンラインで結合するシステムを開発す

る｡

(3)品質データと計測結果からなるデータベースの構築

(4)生産管理 ･支援システムの構築

システムの基本設計およびGISをベースとした仮想システムの開発を行うoGIS構築のた

めに南大東村の地図情報の入力を行う｡

(5)システムの利用法に関する検討

(平成 11･12年度)

(1)このシステムによる土壌分析および葉片成分分析

(2)ジュース成分の分析

(3)これらの分析結果の相互関係の確認

調査によって得た各種データを分析し,品質に対する因子とその効果を明確にする｡
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(4)晶質データと計測結果からなるデータベースの構築

(5)GISによる生産管理 ･支援システムの構築とその利用法に関する検討

(6)とりまとめ

(研究の流れと役割分担)

本研究で開発する/j三産管理 ･支援システムを実用化する最初の関門は,ジュース成分の近赤外

分光分析装置による複数成分の同時計測である｡単一成分の計測に関しては様々な分野で使用さ

れており,この点に関しては特に問題はないものと思われる｡現在,サ トウキビの晶質 (糖度)

も近赤外分光分析装置で評価されている｡ジュース中の他の成分も同一の装置で分析できれば最

も望ましいが,取引用の計量器であるため,専用機器となっている｡本研究で他の成分を計測す

る検量線が確定できれば,将来,糖度と他の成分とを同時計測する可能性もでてくる｡

最大の課題は圃場コー ドの確定ならびに圃場の地図への表示である｡すなわち,圃場コー ドと

サンプルコー ドを一致させ,地図上の座標デ-夕とを対応づける必要がある｡これはかなり困難

な作業であるが,南大東村,製糖工場,農協の全面的な協力を得ることができるので,時間をか

ければ可能である｡

本システムが実用化できれば,沖縄県全域および鹿児島県のサ トウキビ栽培地域へ導入するこ

とにより,大規模地域営農情報システムへと展開可能である｡

3.結 果

(平成 10年度)

(1) 近赤外分光分析装置によるジュース成分の計測システムの開発

本研究で購入した近赤外分光分析装置を用い,10種類以上のジュース成分を同時に計測した.

サンプル数が少ないにも係わらず,糖度以外に K,Pなどいくつかの元素成分が一応の精度で測

定できることを明らかにした.

(2) 品質データのデータベースの構築

南大東村における 4年間の品質データを用いたデ-タベースを作成し,この地域における生産

構造を解析した.

(3) 生産管理 ･支援システムの構築

システムの基本設計および GISをベースとした仮想システムを検討し,GIS構築のために南大

東村の地形図および圃場図を作成した.さらに,定点 100圃場を中心に品質データのマッピング

を行った.

(4) システムの利用法に関する検討

データベースを利用して栽培支援を行う方法を検討した.

本年度は NIRの利用法の検討が中心となり,その可能性が高いことを示すことができたが,檎

量線の作成に用いたサンプル数は50サンプルと少なく,品種,栽培方法 ･地域特性を考えると,
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その精度には大きな制限がある.今後,庶汁の NIR推定精度とその範囲を向上させるため,検量

線作成に用いるサンプル数を増やし.精度ならびに信頼性の向上を図る予定である.

(平成 11年度)

(I) NIRによって測定可能と判断される庶汁中の各成分は sucrose,Mg,Ca,K,Sなどであっ

た.前年においてもほぼ同様な結果を得ており測定可能性が確認できた.

(2) 土壌成分についても NIRによって測定可能と判断される成分は,TC,TN,pH,P,K,含水

率であった.

庶汁中の成分についての関係が明らかになれば,効率的な土壌成分の改良によって甘庶糖度の向

上が期待できる.

(3) NIRによる迅速な情報収集の結果を分析し,各肥料成分の過不足を判定し合理的な施肥管

理技術を確立すれば,土壌成分の測定とサ トウキビ栄養診断を NIRによって行うことができると

判断した.

(4) 比較的少数の品質データ,庶汁成分データ,土壌成分データであっても,点表示あるいは

サ-フェス表示によって分布の特徴が視覚的に把握できた.特に,地域的な特徴が明瞭に解析で

きるようになった.さらに,すべての圃場の単位収量,糖度などをマッピングすることによって

より精密な評価が可能になった.

(5) 南大東島で特徴的な傾向を示す農家を抽出しマッピングを行い,9年間の生産実績を評価

するとともに問題点を明確にできることを示した.

(平成 12年度)

本研究では,サ トウキビの品質評価用サンプル ･ジュースの成分 (N,P,Kなど)を近赤外

分光分析装置で迅速に測定する方法を確立し,それに基づく生産管理 ･支援システムとその利用

法の開発を目的とし,(1)近赤外分光分析装置によるジュース成分の計測システムの開発,

(2)このシステムによる土壌分析および葉片成分分析,(3)これらの分析結果の相互関係の

確認, (4)晶質データと計測結果からなるデータベースの構築, (5)生産管理 ･支援システム

の構築とその利用法に関する検討,(6)圃場状態を地図上に表示する地理情報システム (G I

S)の開発を行った｡今年度の主な結果は次の通りである｡

(1)近赤外分光分析装置による計測システムを利用したジュース成分,土壌成分の分析

近赤外分光分析装置を用いて開発した十数種類のジュース成分を同時に計測するシステムを用

いて,南大東村,北大東村などで採取したジュース成分の分析を行った｡カリウム (K)などの

ミネラル分の測定もできることを示したが,なぜこれらが測定できるのかについて解明を試みた｡

(2)分析結果の相互関係の確認

各種データの分析により品質に対する因子とその効果を明確にし,庶汁成分による圃場診断法を

検討した｡

(3)データベースの解析手法の確立とその利用

データベースを解析し,収量 ･糖度モデルを作成し,その利用法を検討した｡
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(4)GISによる生産管理 ･支援システムの構築とその利用法に関する検討

南大東村,北大東村の圃場地図を作成 し,データベースとリンクさせて,単位収量,糖度,作

型などのマッピングを行った｡
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