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サ トウキ ビ試験成績報告 (1)

1.課題の分類

その他 (Ⅷ),機関番号 2

2.研究課題名

長期間気象データに基づ く沖縄各地の蒸発散量の推定

3.期 間

平成 15年度

4.予算区分

日本学術振興会及び科学研究費補助金

5.担 当

琉球大学農学部 アクパル ･ホサイ ン ･上野正実 ･川満芳信 ･前田健二郎

6.協 力

7.日 的

沖縄では降雨分布の不均一さや土壌の保水性 の低 さによって,サ トウキ ビの生

育旺盛期 (6月～9月)に慢性的な水不足状態 とな り,収量をかな り引 き下げて

いる (64.5t/ha).沖純は多 くの島で構成 されているが,広大な領域 に分布 し,さ

らに島の地形などがそれぞれ異なるために水不足の発生 も一様ではない｡ しか し

なが ら,それぞれの島における水収支に関する研究が不足 しているために,適切

な濯概計画を立て られないのが実情である｡そこで,経験的な 7つの蒸発散モデ

ルを検討 し,

(a)可能蒸発散量 を最 も精度 よ く算出するモデルの評価

(b)夏植お よび春植サ トウキ ビの実際の蒸発散量を算定 するための長期間平均

可能蒸発散量 と作物係数の見積 も り

(C)夏場の乾燥期 における有効降水量 と濯概必要水量の解析

を行った｡

8.研究方法

(1)研究対象地域

本島南部 (那覇),本島北部 (名護 ),

久米島,南大東島,石垣島,宮古島,

与那国島,西表島,伊是名島

(2)可能蒸発散量推定モデル (ETp)

･PenmanModified

･FÅoPenman-Monteith
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･Priestly･Taylors

･DoorenbosandPruit'sModifiedPenman

･FÅoBlaney-Criddle(Allen&Pruitt)

･FÅo24Radiation

･Jensen･Haise

これ らのモデル と琉大試験 圃場内の十分に水管理 されたライシメータか らの蒸

発散量 との相関によって適用性 を検討 した｡春植 と夏権 について可能蒸発散量を

23年間(1980-03).に亘 って見積 もった｡

これ らのモデルに必要な気象データは沖縄気象台よ り入手 した｡ふたつの相関

モデル (山城,1990)を蒸発散量(必要水量)ETcと作物係数 Kcの計算に用いた｡

なお,

ETc=ETp x Kc

(3) 日有効雨量 と不足水量

5mm 以上の 日雨量に対 して 0.8を乗ずることによって計算 した｡有効雨量(ER)

および不足土壌水分の限界値の検討において ,

(1) 10日間 ERの積算値が積算 ETc (10日間)よ り大 きい時,

補足濯水量 = Omm,

(2) 逆 に小さい場合 には,

補足濯水量=積算 ETc (10日間)一積算 ER (10日間)

(3) 両者が等 しい場合 ,

補足濯水量 =Omm

9.結果の概要

(1) FÅo Penman･Monteltb (1990)モデルは,信頼性の高い可能蒸発散量 ETp

(1342-1699mm)を見積 も り,このモデルの相関係数は他のモデルよ り相対

的に高かった｡

(2) FÅo RadiatlOn と Jensen-haiseお よび FAO Blaney-Cridleモデルは算定

値が高 く,また可能蒸発散量は予想外 に低い値 を示 したが,これはモデルを

湿潤亜熱帯性気候 に適合 させ るパ ラメータ推定 に起因するもの と思われる｡

(3) 可能蒸発散量 ETp と蒸発散量 ETcについてはかな り高い値が石垣 島 と与

那国島のデータで算定 され,次いで宮古島,南大東島,本島南部 (那覇)お

よび久米島で得 られた｡ これに対 して,低 い ETp と ETcの値は,本島北部

(名護 ),伊是名島お よび西表島で得 られた｡

(4) ETp と ETcの ピー クは 7月か ら 10月に見 られた｡ この時期は,高温 ,強

日射 ,高 LAI(葉面積指数)によって発散が進む｡

(5) 23年間の気象デー タの解析 によって,この間に 1± 0.340C の気温上昇があ

ったことも明 らかになったO

(6) 作物係数 Kcは生育初期 には低 く,キャノピーの発達 に伴 って次第に増加す
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る｡作物係数 Kcの値は,石垣島,南大東島,与那国島および宮古島におい

ては春植が夏植 よ り相対的に高かった｡

(7) 沖縄県平均では,年間 804±74mmの有効雨量があ り,総不足量は 483±125

mm となった｡

10.主要成果の具体的数値

(1)夏植 の (日)可能蒸発散量
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(2)夏植 と春植の蒸発散量 (上),(3)県平均有効雨量 ･不足水量
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1.課題の分類

その他 (Ⅷ),機 関番号 2

2.研 究課題名

低価格 GPSを利用 したマ ッピング支援 システムの開発

3.期 間

平成 14年度～15年度

4.予算区分

農林水産省 :先端技術活用研究高度化事業 ｢NIRとGISを利用 した

サ トウキ ビ営農支援情報 システ ムの実用化 ･定着化 ｣(平成 14

-16年度)の一部)

北大東村 ･北大東製糖株 式会社

琉球大学農学部 (科学研究費補助金 )

5.担 当

琉球大学農学部 上野正実 ･川満芳信 ･松原淳 ･前 田建二郎

6.協 力

北大東製糖株式会社

大東糖業株 式会社

7.日 的

これ までの研究 によって GISを用いたマ ッピングは ,増収 ･高品質化 ･生産性

向上に貢献することを示 した｡ しか しなが ら,実際の圃場 と数値 圃場お よび属性

データ との関連付 けが煩雑 な上 に,毎年 ,作型お よび作付 け区域の変化 が大 き く,

GISを利用する上での大 きな障害 とな ってい る｡すなわ ち,収穫 ->運搬 ->サ

ンプ リング=>NIR に よる庶 汁 ミネ ラル成分 の計測 =>マ ッピングの一連の流

れにおいて,最 も基本 となる圃場の確認 を確実 かつ効率的に行 う必要があ る｡そ

こで,本研究では運搬 トラ ックやハ-ベスタに簡易 GPSレシーバ を搭載 して運行

軌跡 を計測 し,それ よ り圃場位 置を求めてデー タ と数値地図 との リンクを 自動的

に行 うシステムを開発する｡

8.研究方法

運搬 トラック (ハ-ベスタの伴走車 )に GPSレシーバ とモバ イル コ ンピュー タ

を搭載 し, トラ ックの位置 を 1秒 間隔で計測 する｡工場 における品質評価用サ ン

プ リング時 に,このデータをシステムのサーバ に転送 し,圃場位 置の確認 と NIR

データ と数値地図 との リンクを行 うo さ らに,ハ-ベスタにも同様 の システムを
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装着 し,圃場位置の計測をより確実なものに

すると同時に,その稼動状況,収穫作業の進

捗状況の把握に利用する｡

(D 位置計測には,低価格で入手 が容易な GPS

レシー バ を ノー ト型 パ ソ コ ン も し くは

PDAに接続 した測位 システムを開発 した.

② 本 システ ムを南北 大東 島お よび伊 良部 島

でサ トウキ ビ運搬 トラ ックに搭載 した.前

者は機械 収穫 で運搬 トラ ックはハ ーベス

タに並走 して圃場 内を走行す る.後者は手

刈 で 圃場端 に積 み 上 げ られ た原料 をク レ

ー ンで吊 り上げて トラ ックに積載する.

③ デジタル圃場 マ ップ上に GPS測位 システムによる トラ ックの位置データを

表示 して ,圃場識別の可能性 を検討 した.

④ 開発 したシステムをハ-ベスタに搭載 し,ハ-ベスタの運行状況 を分析 した.

⑤ 圃場の周囲を回 り数値圃場地図の作成に利用できるかどうか調べた.

9.結果の概要

(り GPSで計測 した圃場位 置 と地 図上の圃場位置 には ,高い正の相関が認め

られ,圃場識別が可能であ ることがわか った.

(2) 南大東島のような機械収穫 システムでは ,トラ ックが圃場 内を走行するた

めに,圃場識別による GISとの連結は容易であることがわかった.

(3) 一方 ,伊良部島では道路上でサ トウキ ビの積み込み を行 うので,トラック

の位置情報のみでは道路両側の どの圃場かの識別は難 しく,追加の情報が

必要であ ることがわか った.

(4) トラ ックの運行状態 を GIS上で精度良 く トレースで き,詳細な作業分析

が可能で , トラ ックの運行管理 に利用で きることがわかった.

(5) GPSで計測 した圃場面積 と実測面積には高い正の相関があ り,迅速で正確な

計測が可能であることがわか り,GISとGPSを連結 した作業支援 ･管理シス

テム,圃場管理システムの構築が可能であると判断 した.

(6) ハ-ベスタの運行状態の分析にも効果的に利用できることが明 らかになった.

(7) 数値圃場地図の更新にも効果的に利用できる.

10.主要成果の具体的数値
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(1)伴走車の走行軌跡

(2)圃場内におけるハ-ベスタおよび伴走車の運行状態



(3)伴走車の走行軌跡からの圃場特定

(4)数値圃場地図の更新
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1.課題の分類

その他 (Ⅷ),機関番号 2

2.研究課題名

北大東 島全 圃場の庶 汁成分 のマ ッピング

3.期 間

平成 14年度～ 15年度

4.予算区分

農林水産省 (先端技術活用研究高度化 事業 )

北大東村 ,科学研究費補助金

5.担 当

琉球大学農学部 上野正実 ･川満芳信 ･平良英三 ･前 田建二郎

松原淳 ･菊地香

6.協 力

北大東製糖株 式会社

北大東村

7.日 的

農業の IT化によって増収お よび高品質化 を図るために,サ トウキ ビの品質取引制度

を活用 し,単位収量,糖度な どの品質データ,お よび,定点圃場か らのサンプ リング土

壌分析データな どをデータベース化 して,それ らを GIS に展開 し圃場生産能力を評価

する営農支援情報 システムを開発 している.圃場の生産実績や生産能力の評価は土地に

付随 した各種情報の解析 によって得 られるので,GISの利用が効果的である.本研究で

は,全圃場か らの庶汁サ ンプルの ミネラル成分の測定 を行い,それ らをマ ッピングする

ことによって圃場状態を把握するシステムを検討 した.

8.研究方法

(1)庶汁成分の分析

品質取引におけるすべての品質評価用サ ンプル約 2000点 を供試 し,ICP等を用いて

ミネラル成分の測定 を行 った (14/15年期).庶汁サ ンプルは現地で凍結 させて,琉球大

学農学部へ送付 して冷凍保存 した後 に,解凍 して使用 した.15/16年期 についても同様

の分析 を行 った.この年期は庶汁の成分分析のはかに NIR を用いて近赤外吸光度スペ

ク トルの取得 を行 った.

(2)マ ッピング

数値圃場地図は IKONOS衛星画像 (2003年 7月撮影)を用いて作成 した.
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9.結果の概 要

(1) カ リウムと甘庶糖度の間には弱い負の相関関係が得 られた.これは他のケース

で得 られた傾向とまった く同様であった.

(2) リンと甘庶糖度の間には弱い正の相関関係が得 られた.これについても他のケ

ースで得 られた傾向とまった く同様であった.

(3) マグネシウムと甘庶糖度の間には弱い正の相関関係が得 られた･

(4) マ ッピングされた ミネラル成分 と甘庶糖度の関係 を見ると問題 となる圃場が具

体的に特定で きることを示 した.

10.主要成果の具体 的数値

(1) カ リウム と甘庶 糖 度 の関係

甘
煮

糖
度

㈲

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

カリウム含量(ppm)

図 1 カ リ

ウ ム と 甘 庶

糖度の関係

図 2 北大東 島にお け る糖度 と煮汁 カ リウムの

令 希
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(2) リンと甘煮糖度の関係

ン

度

リ

糖庶

係

3

甘

関
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と

の

8

6

甘
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糖
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0 100 200 300 400 500 600

リン含量(ppm)

図 4 甘庶糖度 とリンの分布
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1.課題の分類

その他 (Ⅷ),機 関番号 2

2.研究課題名

NIR-GIS結合 システムによる営農支援の実用化

3.期 間

平成 13年度～15年度

4.予算区分

農林水産省 :先端技術活用研究高度化事業 ｢NIRとGISを利用 した

サ トウキ ビ営農支援情報 システムの実用化 ･定着化 ｣(平成 14-16年度)の一部)

琉球大学農学部 (科学研究費補助金)

5.担 当

琉球大学農学部 平良英三 ･上野正実 ･川満芳信 ･

前 田建二郎 ･孫麗亜

6.協 力

大東糖業株式会社 禰覇 伸

7.日 的

サ トウキ ビを巡 る諸情勢が厳 しさを増 すなかで,農家 と製糖工場が安定的に収

益 を得 るためには,増収 と品質向上 に加 え生産の安定化 を図ることが重要である.

品質取引では運搬 トラック毎 に NIR(近赤外分光装置)を用いて糖度 を測定 して

いるが,NIRの検量線 を拡張することによって糖度だけでな くミネラルな ど複数

の庶汁成分 を迅速 に計測 (高機能 NIR)で きる.このシステムで得 られる膨大な

データ と GIS(地理情報 システム)を リンク して一筆管理 をね らい とした営農支

援情報 システムの構築 を行 っている.これ まで南大東島お よび北大東島を中心に

研究を行い,NIRによる多成分計測 に関 してはほぼ実用 レベルに達 した.本研究

では南大東島の全圃場 についてサ トウキ ビ搾汁液 中の成分 を NIRで測定 し,圃場

一筆単位での診断を試みた.

8.研究方法

(1)南大東島の大東糖業㈱ の品質取引室内に NIR(ブランルーペ社製 ,インフララ

イザー500型 LSC)を設置 し,00/01-02/03年製糖期の 3年間にわた り,サ ト

ウキ ビ圃場か ら搬入 され るすべての原料 に対 し全点分析 を行 った.近赤外スペ

ク トルの波長域は 1100-2500mm(2nm間隔) とした.

(2)各年度それぞれサ ンプ リングを行い,庶汁サ ンプルに含 まれる次の成分につい
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て,並記 した測定装置で含有量を測定 した.

･ICP(プラズマ発光分析装置):B,Mg,Al,Si,P,S,Ca,Mn,

Fe,Cu,Zn,Mo,Na,Ⅹ

･高速液体 クロマ トグラフィー :Sucrose,Glucose,Fructose

(3)これ らの成分値 と吸光度スペ ク トルによ り,重回帰分析 によって検量線 を作成

し,評価用の試料 を用いて精度の確認 を行 った.

9.結果の概要

(1)評価用試料 を用いて,作成 した検量線の精度 をt検定で評価 した結果,Sucrose,

Glucose,Fructose,K,Mg,S,P,Na,Si,Caについては 1%の危険率で有

意差は認め られず,測定可能なことを確認 した.

(2)南大東島で計測 したスペ ク トルは 3製糖期 ともそれぞれ約 6000点であった.

糖度 と庶汁中 Eには負の相関関係があ り,逆 に Pとの間には正の相関を示 し

た.さらに収穫時期の違いによる検討 を行 った結果 ,生育期 間が長 くなるに

伴 って,Kの回帰係数は小さ くな り,Pのそれは大 き くなる傾向を示 した.

(3)南大東島における基準糖度お よび作型 による成分の ヒス トグラムを作成 した結

果,いずれの作型においても Kは基準糖度以上のジュースではその含量が少

な く,Pは逆 に多 くなる傾向を示 した (図 1).

(4)生産実績データに加 えて K濃度などのマ ッピングを行い,地域的な分布状況を

把握することが可能 になった (図 2).

10.主要成果の具体 的数値

(1)作型別 カ リウムの分布 とマ ッピング

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

基準以下 基準糖度 ｢｢ 基準以

春植 夏植 株出
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(2)カ リウム と甘煮糖 度 の関係
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サ トウキ ビ試験成練 (2)

1.課題の分類

その他 (Ⅷ),機 関番号 2

2.研究課題名

低価格 GPSを利用 した収穫作業のモニタ リングシステムの開発

3.期 間

平成 15年度～16年度

4.予算区分

琉球大学農学部 (文部科学省科研費)

5.担 当

琉球大学農学部 上野正実 ･前 田建二郎 ･川満芳信 ･松原淳

北大東製糖株式会社 吉原 徹

6.協 力

北大東製糖株式会社

7.日 的

筆者 らは圃場面積 を簡便 に計測する市販の低価格 GPSと PDAを組み合わせた簡

易圃場面積計測 システムを開発 した (上野 ら,2004).本研究では同 じシステムを

サ トウキ ビ収穫機 お よび伴走車 に搭載 し,収穫作業のモニタ リングを行い,収穫

閲場の特定お よび収穫面積の計測 を試みた.また作業状態の把握 ･分析 を試みた.

8.研究方法

データの収集は沖縄県北大東島で実施 した.ここでは 1台の収穫機 と,伴走 ･

積み込み と収穫原料の運搬 を行 う 2台の伴走車が 3台一組 となってサ トウキビの

収穫 を行 っている.そこで GPSレシーバ (EMPEX社 ,FG-508),PDA(東芝,Genio

e550GS)お よびアプ リケー ション (Microsoft社 ,eMbeddedVisualBasic3.0に

て開発)で構成 したシステムを収穫機 ･伴走車の一組 に搭載 した.GPSか ら得 ら

れ る位置情報は 1秒間隔で PDAに記録 した.オル ソ幾何補正 された航空写真を元

図 として,2004年度の生産者別 開場台帳を用い圃場マ ップを作成 し,圃場マ ップ

と GPSによる収穫機 ･伴走車の位置情報 を地理情報 システム (GIS)で重ね合わせ

収穫 圃場の特定お よび収穫面積の計算 を行 った.また GPSで伴走車の位置 と速度

を求め,作業状態 を割 り出 した

9.結果の概 要
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(1) GPSで得 られた位置情報か ら求めた収穫 圃場 と実際の収穫 圃場は よ く一致

し,圃場の特定が可能であることがわかった.

(2) GPSの位 置情報か ら計算 した収穫 面積 と実際の収穫面積 には高い相関が認

め られた.

(3) 大束島地域では伴走車が圃場内を走行するため,積載 したサ トウキ ビの収穫

圃場を容易に特定で きた.また,閲場内における収穫位置 もある程度特定す

ることがで き,収量や糖度の圃場 内のば らつ きを大 まかに把握で きる可能性

が示唆 された.

(4) 収穫機お よび伴走車の作業状態は GIS上で精度良 くトレースで き,詳細な作

業分析が可能で,作業機 の運行管理 ･整備スケジュールな どへ利用で きる可

能性が示めされた.

10.主要成果の具体的数値

図 1.圃場マ ップと収穫機 の走行軌跡

● :収穫機
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図 2･圃場内における伴走車の走行軌跡

● ‥伴走車 518,○ :伴走車 520
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1.課題の分類

その他 (Ⅷ),機 関番号 2

2.研究課題名

NIR-GIS結合 システムによる高度 圃場管理 システムの開発

3.期 間

平成 13年度～16年度

4.予算区分

琉球大学農学部 (文部科学省科研 費)

5.担 当

琉球大学農学部 前 田建二郎 ･上野正実 ･川満芳信

平良英三 ･孫麗亜

北大東製糖株 式会社 吉原 徹

6.協 力

北大東製糖株 式会社

7.日 的

サ トウキ ビ品質取引制度 を活用 し,圃場 ごとの単位収量や糖度な どのデー タ

をデー タベース化 して ,それ らを GISに展 開 し圃場生産能力を評価 す るシステ

ムを開発 している｡本研究では,沖縄県北大東島において NIR-GISシステムの

構築 を行い, 日々集積 され る単位収量 ･糖度 な どの生産情報お よび庶汁 中の ミ

ネラル成分 を測定 して GISで圃場一筆 ごとに リンク し,各 々のデー タの表示 ･

解析 を試みた｡

8.研究方法

(1)2004年度の生産者別圃場台帳 を元 に圃場 マ ップを作成 し,全 圃場の圃場主 ･

作型 ･品種 な どの基本デー タを入力 した.さ らに,品質取引で得 られ るサ トウ

キビ搬入車 ごとの収穫量お よび糖度 を圃場 ご とに集計 した｡

(2)北大東製糖株 式会社 の品質取引室 内に NIR(Bran+Luebbe社 ,InfraAlyzer500)

を設置 し,搬入 され るすべての原料 か ら得 られ る庶 汁の近赤外 スペ ク トル(1100

-2500mm,2nm間隔)を取得 し, ミネ ラル成分 を測定 した｡

(3)単位収量 (圃場マ ップ と収穫量か ら計算),糖度お よび ミネ ラル成分 を一筆毎

に圃場マ ップと リンク した.また,NIRか ら得 られた庶汁成分値 と糖度 との関
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係 を圃場単位で検討 した｡

9.結果の概要

(1)全圃場数は 723筆であ りその うち収穫 された圃場は 486筆 (面積比 75%)で

あった｡作型の構成は株 出が 67%,春植 25%,夏植 8%であった.品種の構成

は F161が 75%と大半 を占め,Nilュ(10%),Ni15(6%)があ とに続いている｡

収穫圃場が 4分の 3と低い割合 なのは多数の台風が襲来 したことによる風折害

お よび潮害 と,干ばつによって収穫前 に更新せ ざるを得ない圃場が多かったこ

と,またサ トウキ ビの成長が悪 く苗を例年以上に確保する必要があったため と

考え られ る｡

(2)単位収量はほぼ全域で低収であった｡例年幕内地域が幕上地域 よ りも成績が

良好であるが差が見 られなかったのは全域で干ばつや潮害が甚大であったため

だ と考え られる｡スポ ッ ト的に単位収量の高い圃場が認め られたが,これ らは

潅水 を行 った圃場や干ばつ前 にある程度成長 し干ばつに耐え られた夏植の圃場

であった｡

(3)糖度は北大東島の中央部分の幕内地区で高 く,沿岸部分の幕上地区で低い傾

向にあった｡糖度 と庶汁中のカ リウム濃度 とは負の相関が認め られた｡

10.主要成果の具体 的数値

兼汁糖 度 (%)
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図 1.糖度 と庶汁カ リウム濃度の関係
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図 2.収穫 進 捗状 況 マ ップ

ロ ;収樺 囲場 ,■ ;束収穫 圃場
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Hl■fJE■■■I(かJウ▲)

図 3 生産実績のマ ッピング
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1.探題の分類

その他 (Ⅷ),機 関番号 2

2.研究排題名

バガス炭施用土壌で生育 したサ トウキ ビの分光反射特性

3.期 間

平成 16年度

4.予算区分

日本学術振興会及び科学研究費補助金

5.担 当

琉球大学農学部 モハ メ ド ･アクパル ･ホサイ ン,上野正実 ,小宮康明

川満芳信

6.協 力

7.日 的

バガスは製糖工程で発生する副産物で,沖縄県の製糖工場では年平均 241,500

トンのバ ガスを産出する｡製糖期間にはバガスをボイラー燃料 として用いてお り,

わずかではあるが利用可能な余剰バガスが発生する｡お よそ 7.85%のバ ガスは,

フィル ター ケー キ と一緒 にバ ガスケー キ と して農 家 に利 用 されてい る(PRSB,

2002-2004)｡い くつかの民間企業は,琉球大学 との共 同研究で付加価値化のため

のバ ガス炭 を利用 した製品開発 を行 っている｡バガス炭 には,土壌水分の保持,

肥料養分の貯蔵 ,土壌浸食 の制御 な ど農業エ コシステムを改善する効果が期待で

きる｡一例 として,バ ガス炭混合土壌は太陽光線の吸収能力を向上 させ ,全体的

にサ トウキ ビの成長 を促進 する｡そこで,本研究ではバ ガス炭の合理的な施用量

を決定するために,作物の成長 と水の状態 を リモー トセ ンシングによって評価 し

た｡作物か らの太陽放射 とバガス炭混合土の反射率 を測定 し,バガス炭の適切な

投与量 を決定 するための基礎資料 を得 た｡

8.研究方法

NiF8をハ ウス内のワグネルポ ッ トと琉球大学試験圃場で 2004年 と 2005年の 2

期 にわたって栽培 した｡ポ ッ ト試験では島尻 マー ジにバガス炭 を重量比 0%,1%,

3%,5%,お よび 7%混合 した｡圃場試験では同 じく0%,1.5%,2.5%,5%お よび 7.5%

混合 した｡一定期間生育後 , 12月 11日か ら 2004年 12月 22日まで水ス トレス

を与えた｡水ス トレスの期間,光合成速度 ,葉の反射率,お よび土壌含水率を測

定 した.ポ ッ ト栽培サ トウキ ビの第 2展開葉 ,お よび,圃場試験のキャノピーに
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対 して分光反射計 (測定波長 350-2500nm)を使用 した｡

9.結果の概要

･バガス炭は,第 2展開葉お よび全体のキャノピーにおいて,NIR領域内 780-1350nm

の反射率に影響 を及ぼ した｡

･バガス炭 2.5-5%混合 区で育てたサ トウキ ビ葉では低い反射率 を, 0-1%混合 区は

高い反射率を示 した｡全体的に,水ス トレスを しおれ点 (WP)まで強めると,反射

率は増加 した｡

･0%混合区では,他の区 と比べて長波長域で高い反射率が観測 された｡

･葉の吸収スペ ク トルの一次微分値は 3%混合区で吸収が高いことを示 し,この混合

率が植物の生育環境を改善 させ ることを明 らかに した｡

･970,1445,1190,1887nmの水の吸収バ ン ドにおいて 0%混合 区が最 も低い ピーク

を示 した｡すべての混合区で土壌の水分保持能力が増加 することを明 らかに した ｡

･蒸発散量はバガス炭混合区 1%か ら 5%まで水利用効率が高い ことを示 している｡さ

らに,3%混合区で最 も高 くなる光合成速度はサ トウキビの生理活動の指標 である ｡

･960-980nmの NIR波長 とバガス炭混合 区の 0-10cmで保持 された土壌水分の間で負

の相関 (R2=0.77')が見 られ た｡ この線形 モデルの適合性 は ,バ イアス も小 さ く

(r=0.88‥,RMSE=3.24,Blas=0.00113),NIR波長域 960-980nmを使用 し土壌水分

が予測可能であることを示 している｡

･960-980nmの反射 率 と 0-10cmの部 分 の 土壌 水 分 には か な り高 い相 関 が あ り

(P≦0.05),0-2cmの浅い部分の土壌水分 とは相関がやや低下 した｡

10.主要成果の具体的数値
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図 1 バガス炭施用量 と分光反射特性

(A)ポ ッ ト試験のキ ビ葉 ,(B)圃場試験のキャノピー

- 141-



(

%)s

nJt21S
12
t

t!jh

t!O
S

0

0

0

3

2

1

『Dec.ll,04 ■Dec.13,04 田Dec.14,04

団Dec.15,04 ElDec.16,04 □Dec.17,04

0% 1% 3% 5% 7%

Baggagechar00al

図 2 バ ガス炭施用量の土壌保水力への効果

( )内の数値は水ス トレス期間中の総水損失量

0

5

0

5

0

5

0

5

0

4

3

3

2

2

1

1

91t21S
!S
a
q

Jui
so
tott

d

0% 1% 3% 5% 7%

Baggagedlar00al(%)

図 3 サ トウキ ビの光合成速度 に対するバ ガス炭施用の効果

- 142-



1.殊属の分類

その他 (Ⅷ),機関番号 2

2.研究課題名

サ トウキ ビ生育情報の簡易診断システムの開発

3.期 間

平成 14年度～16年度

4.予井区分

農林水産省 :先端技術活用研究高度化事業 ｢NIRとGISを利用 した

サ トウキビ営農支援情報 システムの実用化 ･定着化 ｣

(平成 14-16年度)の一部)

琉球大学農学部 (文部科学省科研費)

5.担 当

琉球大学農学部 上野正実 ･川満芳信 ･平良英三

松川亮太 ･前田建二郎

6.協 力

北大東製糖株式会社

7.日 的

サ トウキビの増産 とともに品質の維持 ･向上 を実現するには,土壌状態や生育

状態を的確 に把握 し,合理的な生産管理 を実施 することが必要である｡これまで,

品質取引用に各製糖工場 に設置された近赤外分光装置 (NIR)を用いて品質 (糖度)

の評価が行われている｡ この NIRを多機能化 して,品質評価時に庶汁中の ミネラ

ル成分などを測定 して,栽培管理の支援 を行 うシステムに関 して これ まで研究 を

進めて きた｡ これをもう一歩進めて,庶汁成分か ら庶葉成分お よび土壌成分が簡

便に評価で きれば,非常に効率的な営農支援 を実施 で きる｡また,NIRは植物体 ,

土壌の成分分析の可能性 も報告 されてお り,化学分析 と比べ るとよ り簡便 ,迅速,

低 コス トで実施で き,生育診断も可能である と考え られる｡本研究では,庶汁,

庶菜お よび土壌 に含 まれる成分の関係 を明 らかに し,NIRによるサ トウキビの簡

易生育診断システムの確立を目指 し,その可能性 について基礎的研究 を行 った｡

8.研究方法

(1)北大東島のサ トウキ ビ圃場 (57圃場)において,同一箇所 か ら庶茎 ,土壌の

サ ンプ リングを行い,庶汁,庶葉お よび土壌 の各成分の含有量 を測定 した｡

･ プラズマ発光分析装置 :Mg,Al,Si,P,S,Ca,Fe,Na,a

- 143-



･ 高速液体 クロマ トグラフィー :Sucrose,Glucose,Fructose(兼汁)

･pHメータ :pH, ECメータ :EC(土壌)

･ 全窒素 ･全炭素測定装置 :TotalN,TotalC(庶葉 ･土壌)

(2)上記の成分値 について相関分析 を試み ,庶汁,兼業お よび土壌における各成分

値 の対応関係 を確認 した｡

(3)NIRを用いて近赤外スペ ク トル を取得 し各成分の検量線 を作成 し,成分測定の

可能性 を検討 した｡

9.結果の概要

(1)各成分含量 を用いて相関分析 を行 った結果 ,庶英 一庶汁間の P,Si,Naでは高

い相関が確認 された｡また,庶汁のブ リックス と Eに強い負の相関が得 られた｡

(2)各成分の検量線作成の結果 ,庶汁 についてはブ リックス,糖類 ,Kが,庶葉お

よび土壌 については TNと TCの検量線が良好な精度 を示 し,改めて庶汁,庶葉

お よび土壌の成分 について NIRによる測定可能性 を確認 した｡

今回の成分分析では土壌 一庶汁 ,土壌 一庶菜 間の土壌分析では成分間に明瞭な関

係は現れなかったが,今後土壌の浸出法 を検討するとともに,NIR測定法について

も検討が必要である｡

10.主要成果の具体 的数値

表 1 成分間の関係

形態間 成分 検定 相関係数(r)

京葉 -煮 汁間 P ** 0.702

Si ** 0.698

Na ** 0.452

煮汁 -土壌 間 P ** 0.496

Na ** 0.550

京 葉 -土壌 間 P ** 0.431

**-1%レベルで有意

- 144-


