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“The Okinawa Crop Protection Network” contributes to human resource development
and promotion of regional agriculture.
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Abstract
Agriculture in Okinawa, an area located in the subtropical climate zone, is pest prone owing to the warm and humid climate of the region. While it is possible
to produce crops with high market demand using differences in climatic zones—cultivated products varying regionally—, the cultivation system in each
location is unique. In addition, there is a paucity of basic academic knowledge to facilitate improvements in agricultural productivity. In order to promote
regional agriculture, it is essential to gather technologies and knowledge from universities, national and prefectural research institutions, and private companies,
to work together to solve the problems and meet the needs of local producers. It is also crucial to develop leaders to promote regional agriculture development.
Therefore, the University of the Ryukyus has established the Okinawa Crop Protection Network, to share information on agricultural issues among industry,
academia, and the private sector. The aim is to build a collaborative research network that contributes to regional development, and to use this network as a
basis for human resource development to groom local leaders. This paper describes the history and future prospects of this vital network.
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緒言
沖縄県には，島野菜などの伝統的農産物が多数存在し，農作物の
栽培品目が他県とは大きく異なるため，差別化されたブランド力の
高い農作物および加工製品を生産できる利点がある．また，温暖か
つ湿潤な気候を利用して他県とは栽培時期をずらすことで，メジャ
ー作物であっても高収が見込める．これらは地域農業振興を目指す
上で大きな利点であるが，その一方で他地域とは異なる気候・土地
条件のために栽培体系を独自で確立する必要があり，加えて，病害
虫が発生しやすく，産地が壊滅する可能性が懸念されるほど強力な
病原体の拡大がしばしば起こっている．さらに，気候風土の問題と
しては，不定期で発生する台風の被害を如何に回避するかも大きな

課題である．そして，農業生産者の高齢化と担い手不足は，深刻か
つ喫緊の課題である．上述のような状況を前提に，琉球大学農学部
は教育機関としてどのように地域農業振興に寄与できるだろうか？
わが国の植物防疫・農業振興は，行政サービスによって対応され
てきた歴史がある．農業改良普及員を通じて生産者の課題を抽出，
病害虫防除所や都道府県の試験研究機関でその解決にあたる．さら
にその情報は国の研究機関（植物病害虫被害の場合は植物防疫所）
で管理され，場合によっては行政対応がなされる.1) 県で解決でき
ない課題については，国や大学などの専門研究機関に相談がなされ
ることが一般的である．本大学は県や国に人材を輩出してきたこと
から，行政サービスを介した農業振興に対して一定の貢献をしてい
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るという見方も出来る．しかしながら，より直接的な貢献のために

することに着想した.2) この実現に向けて，琉球大学平成30年度戦

は，実際に農業を営む生産者や民間企業，行政サービスの中で課題

略的地域連携推進経費地域協働プロジェクト推進事業の支援の下，

に取り組む県や国の職員に対して，能動的に協力する姿勢が重要だ

「地域農業振興に資する沖縄作物保護ネットワークの基盤構築」を

と考えられる．
産学官民連携の共同研究による研究成果での貢献は，

実施した．本稿では，そのネットワーク構築に関連して実施した活

具体的で分かりやすい一例と言える．さらには，このような共同研

動について紹介し，構築した「沖縄作物保護ネットワーク」を基盤

究を通じて，社会人教育の場を提供することも可能である．その活

とした地域振興に資する教育・研究活動の展望について論じる．

動を通して「農業振興を牽引する地域のリーダー」を育成すること
で，大学の教育・研究機関としての機能が最大限に生かされるもの

沖縄作物保護ネットワークの構築

と推察される．その一方で当該目標の前提として，共同研究や情報

- 異分野交流と共同研究の萌芽 -

交換をする機会が足りていないことが，先立って解決すべき課題で
はないかと考えた．
沖縄県の植物防疫関係者は，2014年より「作物保護検討会」を開
催している．これは，内閣府沖縄総合事務局，農林水産省植物防疫
所那覇植物防疫事務所，沖縄県（農業研究センターおよび病害虫防
除技術センター）
，
国立研究開発法人農研機構九州沖縄農業研究セン

「地域農業振興に資する沖縄作物保護ネットワークの基盤構築」
が採択された平成30年度は，異分野融合による新たな技術開発に繋
げていくことを目指したシンポジウムを開催するため，沖縄県農業
改良普及センターの指導の下，地域課題に関する農業生産現場の視
察および生産者を対象にした情報収集を実施した(Fig.1).その関連
成果として病原体の同定に関する報告をしている.3),4),5)

ターおよび琉球大学に所属する農業病害に携わる研究者が主に参加
している研究会である．年に一度催されるこの場で，沖縄県内の農
業病害に関する情報交換，新たな技術習得のための研修，外部有識
者を招いての講演を通じて，病害に対して連携して解決策が模索さ
れている．4回目にあたる平成29年度からは，本会を琉球大学で開催
し，新たな試みとして学生の参加を積極的に促し，参加者の中には
農林水産省植物防疫所や沖縄JAに就職した学生もいた．この取り組
みの中で，大学と県，植物防疫所，農研機構との間で共同研究の成
果も生まれ始めているものの，それぞれの研究機関の抱える課題を
共有するにとどまり，生産者の抱える課題に対して，より敏感かつ
迅速に対応可能な取り組みへと昇華させる必要が考えられた．
また、
実際に沖縄の生産者の置かれている高齢化や労働力不足などの問題
に直面する機会が増え，地域課題の大部分は病害の被害以上に深刻
な課題があるという事実を目の当たりにした．そこで，この作物保
護検討会の取り組みをベースとして，
「作物保護」というキーワード
を「植物防疫」から「生産者の保護」にまで拡大し，植物病理学の
分野に留まらず，広い分野の研究者が情報交換を可能とし，また生
産者や民間企業と連携して農業課題に取り組むネットワークを構築

Fig.1 Field research in Okinawa.(a)(b) Green pepper field in
Okinawa.(c)(d) Passionfruit field in Okinawa.
特に果樹の病害が県内で問題となっていたことから，果樹病害を
テーマとして関係研究機関からの情報提供に加え，生産現場からの
話題提供，
自由討論を行うシンポジウムを第5回作物保護検討会との
共催で実施した．沖縄県外より4名の研究者を招いた．1)ワシントン
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大学James Ng 博士; カンキツグリーニング病の防除技術, 2)中央農
業研究センター久保田健嗣博士; ダニ媒介性のウイルス病害, 3)
東洋大学佐々木伸大博士; 重イオンビームを利用した果樹の育種,
4) 株式会社ファスマック高崎一人博士;新たな遺伝子診断技術, に
ついて, 講演と実習の講師を依頼した．特にカンキツグリーニング
病に関するNg博士の講演は，沖縄県内で現在も重要な課題であるこ
とから，多くの質問が出て盛況であった.6),7),8) さらにシンポジウム
に加えて，果樹作物生産者圃場（糸満市パッションフルーツ農家）
における現地検討会を開催し，全体を通じて農学の分野を越えて
様々な研究者が参加できる会とした．このシンポジウムをきっかけ
として，関係機関のネットワークを広げ，特に植物育種学分野の研
究者との連携を強化することに成功した．

Fig.2 the Crop Protection Symposium 2018 in University of the
Ryukyus.
さらに新たなネットワークを広げるため，琉球大学がコミュニテ
ィーの中心として，情報の蓄積・発信元となる事務局「沖縄作物保
護ネットワーク準備室」を設置し，琉球大学未来共創フェア2019に
おいて本活動の紹介をした(Fig.3)． 植物病害の研究および沖縄県
特産の伝統的作物の栽培体系の構築と高付加価値化の研究を紹介し
た．また，隣のブースで出展した縁で，医学部斉藤美加博士のシチ
ズンサイエンスの試み「松田がじゃんサイエンスクラブ」に本ネッ
トワークのメンバーが令和元年度より参加することとなった.9)

Fig.3 Introduction of the Okinawa Crop Protection Network.
These figures are presented in “University of the Ryukyus
Mirai Kyousou Fair 2019”.
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当該事業の関連で，沖縄県が行った調査研究の成果として，パッシ

地域農業振興を牽引する人材の知の共有

ョンフルーツの原因不明の病害に，ウイルス感染による可能性が見出
された．10) ウイルス性病害の研究は特殊な技術や知識を必要とする
ことから，沖縄県の病害研究者だけでの課題解決が難しいと考えられ
た．一方で，琉球大学の植物病理学研究室ではウイルス病害の研究
を行っており，11),12) パッションフルーツのウイルス性病害については
故與那覇哲義教授も関連する論文を発表されている．13) 令和元年度
は，沖縄作物保護ネットワークの参加機関の研究者それぞれの技術
を活用し，協力体制で課題の解決を目指すこととなった．病原ウイル
スの同定（沖縄県農業研究センターとの共同研究），ウイルス感染を
検定する技術の開発（沖縄県病害虫防除技術センター，株式会社フ
ァスマックとの共同研究），その検定体制を県に備えることで早期対策
を可能とし，病害被害の拡大を抑えることができる．また，栄養繁殖で

- 作物保護検討会，研修会，公開セミナー 沖縄県の植物防疫に携わる研究者の研究会「作物保護検討会」で
は，実務レベルで使える診断技術の実習形式の研修会が組み込まれ
ており，若手研究者には技術を学ぶ積極的な姿勢がある．社会に出
て新しい知識や技術を独学で習得することは比較的困難だが，その
ような「学びの場」
，
「再教育の機会」として，この作物保護検討会
は十分に機能している．平成30年度の第5回作物保護検討会（上述の
シンポジウムと共催）では，高崎一人博士および農研機構中央農業
研究センター栁澤広宣博士による遺伝子診断技術ワークショップの
コーナーを設け，
国や県の植物防疫に携わる職員と学生が参加して，
新たな分子生物学実験手法の習得の機会とした（Fig.4）
．

苗の販売が行われていることから，ウイルスフリー化技術を用いて，ウ
イルスフリー苗の生産体制を構築する（美ら島財団，沖縄TLO，沖縄県
立南部農林高校との共同研究）取組を実施した．これに加えて沖縄
県ではウイルスフリー苗の生産の試みがスタートした．ウイルスフリー
化技術は，JIRCASの接木を利用したウイルスフリー化技術を活用し，
沖縄県農業研究センターおよびJA沖縄（株式会社サザンプラント）な
どでウイルスフリー苗を増産していく．この際に上述の簡易検定技術
が活用されることで，万全の体制が整えられる．
このネットワークの中で，地域課題に立脚した共同研究の芽を見
出し，公的研究資金の獲得を目指している．令和元年度には，沖縄
作物保護ネットワークの中心メンバーで応募した沖縄科学技術イノ
ベーションシステム構築事業「琉大ブランド「琉大精油」を活用し

Fig.4 Workshop for a new virus detection method in the Crop

た高付加価値製品の開発および原材料の生産拡大と環境配慮型病害

Protection Symposium 2018 in University of the Ryukyus.

防除活性のエビデンス取得」
（代表者：諏訪竜一）
が採択されている．

また平成30年度，令和元年度は，琉球大学農学部の植物病理学実

また，上述のシチズンサイエンスの取組を高度化するため，医学部

験の講義の中で，那覇植物防疫事務所の防疫官や沖縄県病害虫防除

ウイルス学研究室の斉藤博士を中核として農学部の作物学・植物病

技術センターの職員が参加して技術研修を行える機会を設けた．中

理学・昆虫学研究室，およびURAによる研究チームを作り，令和2年

でも病害虫防除技術センター眞境名元次氏によるウイルス簡易検定

度の公益財団法人トヨタ財団の研究助成の応募に至った．将来的に

技術（RIPA法）について，並びに，九州沖縄農業研究センター冨高

は，農学全体にネットワークを広げていくことが望ましい．

保弘博士による病原体の分子系統解析についての特別講義は好評で
あった．また，那覇植物防疫事務所の隔離圃場を会場としてウイル
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正課外地域実践教育プロジェクト

する知識や技術が実際に活用される場面を知ることができた

- 地域実践教育の試行 （Fig.5）
．これは植物防疫所の若手職員にとっても，技術や業務を
他者に伝えることで改めて勉強する良い機会になったという意見を
頂けたことも付け加えたい．

平成28年度より継続して実施したCOC+地域実践教育推進取組・正
課外実践教育プロジェクトは，本ネットワークで実施する地域志向
型教育活動の基礎となっている．そこで，以下に概説する．
平成28年度に実施した「沖縄県内農業振興に貢献する人材育成に
向けた取組」では，沖縄県内農業の病害対策についての課題を解決
するため，学生が沖縄県病害虫防除技術センターの病害虫発生予察
の補助業務を体験し，農業現場を実際に巡回することで，農業従事
者とこれをサポートする農業改良普及員，並びにJA職員など現場の
声を聞く機会を設けた．加えて，学生達は病原体診断技術を共同開
発するプロセスに参画した．具体的には，沖縄県の南部地域をフィ
ールドとして，トマト黄化葉巻症の被害という課題の解決策を探る
フィールドワーク（上述の発生予察に同行）および病原ウイルス診
断技術開発を目的としたワークショップ
（2017年1月16日作物保護の

Fig.5 Workshop for virus diagnostic methods in plant quarantine.

かけはしプロジェクト）を実施した．さらに，ウイルスの検査業務

さらに令和元年度の作物保護検討会では，各参画機関からの研究

に取り組んでいる那覇植物防疫事務所の職員（池城氏）
，九州沖縄農

についての報告に加え，
PCR法を一から学び直すワークショップを開

業研究センターの研究員（冨高氏）を外部講師としてセミナーを開

催した．これに関連して，那覇植物防疫事務所の植物防疫官研修ゼ

催した．本取組の特色は，地域の野菜生産農家とこれをサポートす

ミナールにおいて，著者（関根）が新規ウイルス病害の同定につい

る公設試験研究機関と連携することで，農業上の問題を実際に見る

て講演した．

ことを可能にした点と，この解決手法を考察し，診断法開発に取り

先に述べた平成30年度のシンポジウムや作物保護検討会，ネット

組むことで，
その成果を実感の伴う形で学生に体験させた点である．

ワーク参加機関間の研究報告会やワークショップなどには，積極的

本取組は，病害診断研究に実際に携わる複数職種の社会人の声を直

に学生や関係機関の若手を参加させることで，教育的効果を期待し

接聞くことで，農業と農学の関わり方についての学びの機会とし，

ている．令和元年度の作物保護検討会においては，サイエンスコミ

新規就農が期待される若い世代の育成に寄与できたと考えられるた

ュニケーターのスキル習得を希望する有志学生が出席し，レポート

め，以後継続性をもって発展させていくこととした．

を作成した.これまで実施した作物保護検討会では，
要旨や報告書を

平成29年度に実施した「地域農業振興に貢献できる人材育成を目

作成しておらず，学生の課題というだけでなく，研究会の重要な記

的とした熱帯果樹栽培実習」では，沖縄県内農業で重要な位置を占

録となるため，今後も継続していきたい．

める果樹園芸作物の生産に関する地域課題を実体験の中で理解させ
るため，学生が琉球大学敷地内のガラス温室施設において，沖縄県
農業研究センター職員（松村氏）の指導のもと，熱帯果樹であるマ
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ンゴー，ドラゴンフルーツ，バナナ，アテモヤ，パッションフルー

ての学びの機会とし，新規就農が期待される若い世代の育成に寄与

ツ，パパイヤ, シークヮーサーおよびパイナップルの栽培を体験す

できたと考えられ，以後継続性を持って本取組を発展させていくこ

る機会を設けた（Fig.6）
．

とが望まれたため，沖縄作物保護ネットワークの構築に着想した.2)
平成30年度に実施した
「農業生産者に学ぶ熱帯果樹栽培と6次産業
化」では，沖縄県内農業で重要な位置を占める果樹園芸作物の生産
に関する地域課題を実体験の中で理解させるため，学生が琉球大学
敷地内のガラス温室施設において，沖縄県農業研究センター名護支
所職員（松村氏）の指導の下，熱帯果樹であるマンゴー，ドラゴン
フルーツ，バナナおよびパッションフルーツなどの栽培を体験する
機会を設け，さらにマンゴーやパッションフルーツを栽培する生産
者圃場での現地見学会を催した．この体験を通じてマンゴーを主た

Fig.6 Cultivation of fruit crops in a greenhouse.

る栽培品目とした，熱帯果樹の果実収穫を目指したガラス温室施設

この体験を通じてマンゴーを主たる栽培品目とした，熱帯果樹の

を整備し，農学部の学生を中心とした「琉大まんぐろう部」14)とい

果実収穫を目指したガラス温室施設を整備し，さらに農学部亜熱帯

う課外活動サークルを立ち上げることで，熱帯果樹温室の継続的な

農林環境科学科植物機能学コースの学生を中心とした継続的な栽培

栽培体制を確立した．本大学工学部の玉城史郎教授との共同研究で

体制を確立した．マンゴーの授粉の時期については，ワンダーアミ

は，IOTを利用したマンゴーおよびパッションフルーツの栽培技術

ーゴ社の石原氏のご協力の下，セイヨウミツバチを飼育した．講師

（センサー，CO2充填装置，LEDシート照明）を導入するに至った．

を引き受けて下さった沖縄県農業研究センター松村氏，ミツバチ飼

また，沖縄県農業研究センターとの共同研究における，パッション

育セットを提供して下さったワンダーアミーゴの石原氏とはその後

フルーツの病害防除技術開発の会議に学生を参加させた．さらに，

も継続的にご指導いただけることになった．また，病害診断技術開

沖縄県内の企業である株式会社ローカルランドスケープからカカオ

発を目的としたワークショップ（作物保護検討会）
，およびマンゴー

の苗を入手して栽培を体験するとともに，フィールド実習として，

病害の防除業務に取り組んできた沖縄県農業研究センターの職員

大宜味村にて現場見学会を行った．それに関連して，オキナワカカ

（澤岻氏）を外部講師としたセミナーを開催した．作物保護検討会

オの川合氏が開催する６次産業化の取組について，チョコレートの

へ学生を参加させたことが好評であったため，次年度以降は琉球大

加工や商品開発のセミナーに参加し，また11月には琉球大学におい

学を幹事として，
毎年開催することが決定した(COCの実現)．
加えて，

て果樹栽培に関するシンポジウムを開催した．本取組の特色は，地

那覇植物防疫事務所所職員
（池城氏）
の県内バナナ栽培地の調査や，

域の果樹園芸作物生産者とこれをサポートする公設試験研究機関と

沖縄県中部農業改良普及センター職員（目取眞氏）の同行の元，農

連携することで，
農業上の問題を実際に見ることを可能にした点と，

業現場を実際に視察して，農業従事者とこれをサポートする農業改

栽培体験の中で学生達が地域課題をより具体的に実感する場を提供

良普及員，並びにJA職員など現場の声を聞く機会を設けた．本取組

した点，さらに６次産業化に取り組む若手生産者の生の声を聞くこ

の特色は，地域の果樹園芸作物生産農家とこれをサポートする公設

とができた点である．その中で，農業と農学の関わり方についての

試験研究機関と連携し，学生達が農業上の問題を実際に見ることを

学びを通じて，新規就農が期待される若い世代の育成に貢献したと

可能にした点と，栽培体験の中で地域課題をより具体的に実感させ

考えられる．また，3月後半よりミツバチを飼育してマンゴーの授粉

ることができた点である．その中で，農業と農学の関わり方につい

を行うとともに，蜂蜜の生産に挑戦し，カカオと組み合わせること
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で商品化の可能性を検証した(Fig.7)．この結果をもって，令和元年

研究員を講師としたワークショップを開催し，熱帯果樹作物の培養

度琉大ブランド商品開発支援事業の採択に結びついた
（
「琉大ハニー

技術を琉球大学農学部で実施可能とすることを試みた．本取組の特

および琉大ハニースイーツ」
）
．

色は，農業高校，地域の果樹園芸作物生産者とこれをサポートする
公設試験研究機関，地元の民間研究機関と連携することで，農業上
の課題とその対策現場に実際に参加し，栽培体験の中で地域課題を
より具体的に実感することを可能とした点，さらに農業高校の高校
生の研究取組のレベルの高さから刺激を得ることができた点である．
特に平成31年4月には当該プロジェクト参加学生の中から沖縄県
職員に6名（2名は非常勤採用）
，熊本県に1名が採用され，その他JA
沖縄，一般財団法人美ら島財団，株式会社EM研究機構など沖縄県内
の農業関連職種へと就職したことからも，地域志向型教育の成果を
強く実感できるものであった．

Fig.7 Cooking workshop of honey and cacao.
令和元年度に実施した「農業高校と共に学ぶ培養苗生産による地
域地域農業振興」では，2019年8月7，8日に開催された第62回九州学
校農業クラブ連盟沖縄大会に参加し，九州各県代表の農業高校の部
活動の研究発表を拝聴した．いずれも地域農業振興に大いに寄与す
る高度な研究発表内容であり，大学の地域実践教育推進の模範とな
るものであった．沖縄県代表の沖縄県南部農林高校では甘藷の沖縄

展望
- 沖縄作物保護ネットワークによる地域振興 以上のような活動の集大成として，
ネットワークの活動を広報し，
関係者の積極的な協力を仰ぐことを目的に令和元年11月25日「沖縄
作物保護ネットワークキックオフシンポジウム」を那覇第二地方合
同庁舎会議室において開催した（Figs.8,9）.15)

県品種「ちゅらまる」のウイルスフリー培養苗を生産し，具志頭地
域に普及する取組を行っており，
生産に関わる研究活動だけでなく，
普及活動やマーケティング，小学校への出前講義などにおいても，
琉球大学の地域志向型教育の見本となる取組を行なっていた．そこ
で本取組では，培養苗の生産を通した地域農業振興を学ぶ正課外活
動として，南部農林高校の取組の一部に琉球大学の学生が参加し，
ウイルスフリー苗の検定手法の開発やフィールド調査に農業改良普
及センターの改良普及員に同行していただき，生産者の声を聞くと
ともに，地域農業のリーダーとして活躍する県職員の話から直接学
生が学ぶ機会とした．さらには，農学部圃場において培養で増殖し
た「ちゅらまる」の栽培圃場を作り，培養苗作りから収穫までを参
加学生が経験した．また，甘藷だけでなく，沖縄県で問題となって
いるパッションフルーツのウイルス病害対策として，ウイルスフリ
ー苗の生産が課題であり，地元の民間研究機関である美ら島財団の

Fig.8 Program of OSANPO Net Kick-off Symposium
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で課題解決の可能性を見出せるのか，それは普段から情報共有がで
きている必要があり，そこに沖縄作物保護ネットワークが果たす役
割は大きい．琉球大学をハブとして民間企業の研究シーズを積極的
に生産現場へ応用して行くことが可能であるという実績を積み重ね
ることで，より効率的な地域農業振興の道筋を提示できるものと考
えられる．
Fig.9 Pictures of OSANPO Net Kick-off Symposium

そして農業振興の持続性を持たせる上で，人材の育成が重要かつ

作物保護をキーワードに様々な職種・業種の社会人，大学生，農

急務であり，本ネットワークの活動は，学生および社会人の教育に

業高校の生徒が講演を行なった．本シンポジウムにおいて参加者を

重点を置いている面で，その発展性には期待している．地域のリー

対象にアンケートを実施したところ，たいへん多くの好意的な感想

ダーの育成においても実績を積み重ねていくことが必要であるが，

と作物保護に関する沖縄県内の課題についての意見をいただくこと

これは一朝一夕にはできないため，継続的な活動にしていかなけれ

ができ，次年度以降の開催を望む声が大多数であった．高校生，大

ばならない．その点において，琉大まんぐろう部の学生チーム発案

学生の発表が含まれていたところも好評であった．

のプロジェクト「地域生産者に学ぶハーブ生産とハーブ関連商品開

沖縄作物保護ネットワークの構築を通して，学外の関係機関との

発」
（エントリーチーム名：琉大まんぐろう部ハーブチーム；代表者：

連携強化を図った結果，作物保護の分野においては，琉球大学農学

斎藤明莉；世話人：諏訪竜一）が令和元年度地域共創型学生プロジ

部は近年少しずつ地域の中心的な役割を担うようになってきている．

ェクト（ちゅらプロ）に採択されたことは，当該プロジェクトの成

琉球大学農学部の推薦入試で行われる面接では，
農業の6次産業化に

果として特筆すべき事項である（Fig.10）
．

興味を持ち志望する学生が多数いるが，このような学生が地域農業
振興を実践的に学べる環境を，本ネットワーク活動によって構築で
きたことはたいへん有意義といえる．
また外部機関との連携の中で，
教育効果を高め，目的意識を持った学生が社会人となっていくこと
で，沖縄県内の農業振興に携わる研究者が一人でも増えていくこと
が期待できる．
限られた人員の中で，様々な地域課題の解決をして行く上では，
もっと多様な専門や知識，農業シーズを持った人材が連携しあって
いくことが必要なことであると考えられる．例えば，沖縄県の農業
においては，病害以上に害虫による被害も大きな課題であり，作物
保護検討会の参加者の中でも，
「果樹の担当者として病害と虫害のど
ちらの専門も求められている」という実際のニーズがある．農業振
興に向けて，病害診断の先は病害防除が目的であり，抵抗性品種育
生なども現実的な課題となりうる．栽培に関しては収量の増加の次
は，安定生産，高付加価値化，産地拡大などが現実的な課題となる．
このような課題が出た時に，県内のどのような機関と連携すること

Fig.10 The entry-sheet for the project,“Chura-Pro”.
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学生主導で地域志向型の実践的教育活動プロジェクトに取り組む素
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推進経費地域協働プロジェクト推進事業; 平成28, 29, 30, 令和元
年度COC+地域実践教育推進取組・正課外実践教育プロジェクト; 令
和元年度琉大ブランド商品開発支援事業；令和元年度地域共創型学
生プロジェクト.【沖縄科学技術振興センター】沖縄イノベーション
システム構築事業．

