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サトウキビの特性と栽培

宮里清松

(琉球大学名誉教授）

はじめに

今回，沖縄農業研究会の幹事会で検討された結果，

ピンチヒッターの形で急に講演をひき受けること

になり，演題を「サトウキビの特性と栽培」とし

ました。

作物の栽培は不利な条件を克服し，生育環境を

整えて，作物を育てることである。栽培に当って

は作物の特質を知り，その特性を生かすような技

術が必要ですが，物言わぬ作物の研究も関連分野

の学問の進歩で研究方法が精密さを増し，作物に

関する情報が質・量共に増え，性質が一層明確に

なってきました。

沖縄におけるサトウキビの栽培の現状をみると，

単収が伸び悩み，品質低下の問題が起っています。

このような状況下にあって，サトウキビの栽培を

考える際に少しでも役立てばということでプリン

トにあります項目すなわち(1)サトウキビの生産

力，(2)種苗，(3)根の生長，(4)分けつの生長などに

ついて話を進めることにします。

243万5,218ｔ，総産糖量２９万8,348ｔでこれは沖

縄県の薦作史上最高の記録である。

同年期における増産の要因をおげると，①国際

糖価の高謄により原料価格が上昇し，農家の生産

意欲を刺載したこと，②品種の更新が行われ，新

品種NCo310が全面的に普及したこと，③収獲

面積に占める新植,特に夏植の割合が比較的高く，

株出も生産性の高い１次．２次株の割合が高かっ

たこと，④気象条件に恵まれたことなどがあげら

れる。昭和39年の気象条件（那覇）をみると，年

間雨量は平均よりやや高い程度（年2,281mm,平年

比107.7)であるが，季節的にみると分布が良く，

生育旺盛期に雨量の多いのが目立つ。曰照時間は

年間2,459時間で干ばつ年（昭38，昭46）には及

ばないが,平年よりも380時間多い。また基準温

度を15°Ｃとした場合の年有効積算温度は，2,892

℃で平年よりも180℃高い。更にこの年は台風

の襲来は全くなかった。結局昭和39年はサトウキ

ビの生育環境からみれば光・温度・水の３要因に

恵まれ，しかも台風被害が全くなく，希にみる好

条件の年であった。

（２）沖縄県における競作会の記録

これまで行なわれたサトウキビ競作会で，最高

の記録は24.145t／10ａ（昭和39／40年期，久米

島具志川村，比嘉貞一氏ＮＣｏ３１０）であり，県

単収の約３倍に達する。同圃場での収穫茎数は

10,577本／１０αである。同年期の競作会では１５

ｔ／1Ｍ以上の単収をあげた点数（圃場）が比較

的多いが，それ以後，今曰まで点数が減少し，毎

年度の最高収量も漸減の傾向をたどっている。

１．サトウキビの生産力

（１）平均単収

沖縄県のサトウキビの平均単収は１０α当たり７

ｔ内外であるが，世界で単収の高い国を挙げると，

１０α当たりインドネシア９９ｔ，アメリカ８．９ｔ，

コロンビア8.6ｔ，エジプト８．４ｔ，オーストラリ

ア8.1ｔである（FAO1981）。同年における日本

の単収は6.4ｔ，沖縄県7.0ｔである。

沖縄県の過去における最高単収は昭和39／40年

期の8.165ｔ／１０αである。同年期は蕨茎総収量
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８月の夏場は熱帯圏を100（２２８９／㎡／曰）と

すると亜熱帯圏は１３６（31.09／㎡／曰）の指数

を示している。

亜熱帯圏の夏場は気温が高く日長が熱帯圏より

も長く，昼間の光合成量（乾物生産量）が大きい。

他方,夜温は低く呼吸による消費が少ない。結果

として総同化量一呼吸消費量＝総同化量は亜熱帯

圏で高い。沖縄におけるサトウキビ模擬群落の実

験はそれを裏付けた結果になっている。

沖縄でサトウキビの基礎的生産力が潜在的に高

い理由としては次の点が考えられる。①亜熱帯性

の気候であるため，夏場の気温が高く，日長（曰

照時間）が長い。②海洋性気候であるために，温

度の曰較差が小さく，サトウキビの生長に有利で

ある。サトウキビの曰生長率は昼間よりも夜間に

大きい。そのために夜温が高い（日較差が小さい）

ことが生長を促進する。夜温と生長との関係をみ

ると，昼温を一定温度にして夜温を13.9℃と２２８

°Ｃにすると，低夜温では生長量も，葉から茎への

糖の転流も共に半減する（ハワイ，植付６カ月目

のサトウキビ）。

世界の薦糖の主要生産地域は本来，島か大陸で

あればその海岸地帯であることが普通である。そ

の理由は,①原料糖の輸送上有利であることもあ

るが,②これらの地域では温度の曰較差が小さく，

温度が比較的高いために生育に好条件を与えてい

ることによる。サトウキビは葉からの吸水能力が

比較的大きい。また体内の水分が減少すると縦方

向に収縮することによって葉が直立し，横方向の

収縮で巻葉現象がおこって水分の体外放出を抑制

する。

以上のことから明らかなように，沖縄における

サトウキビの潜在的生産力は極めて高い。問題は

それを現実の栽培にどう結びつけて原料薦茎の収

量を高めていくかである。現時点においても従来

の技術を適用して競作会で２４ｔ／１０αをおげた

実績があり，泥灰岩土壌地域では町村平均で単収

多収穫畑の収穫茎数は，ＰｏＪ２７２５で18775ｔ

／１０ａ（昭和35／36）の圃場で5,025本／10αの

例はあるか，NCo310で１５ｔ／１０α以上の収量を

あげている圃場では9,000～12,000本（約１０，０００

本）である。ＮＣｏ３１０で多収穫をあげるには，基

準どおりの栽植密度で１万本内外の収穫茎数を確

保することが必要である。一般農家の普通栽培の

現状は欠株の影響で収穫茎数が少なく，それが減

収の一因になっている。

（３）サトウキビの基礎的生産力（乾物生産）

作物の基礎的生産力をとらえる方法には，①年

間の純生産量を生育曰数で割った平均生産率（Ｃ

ＧR）で表わす方法と，②全生育期のうちでＣＧＲ

が最高になる期間の値（ＭａｘＣＧＲ）を基準にし

て比較する方法とがある。これには光合成能力の

高い植物を，最適環境下で極端に密植して短期間

栽培した場合も含まれる。

沖縄におけるサトウキビの平均乾物生産率（Ｍ

ａｘＣＧＲ）は，F160の夏植（泥灰岩土壌）で43.8

9／㎡／曰（島袋1982）であり，ＮＣＣの夏植（密

植栽培），泥灰岩土壌で４９９９／㎡／曰，サンゴ

石灰岩土壌で４５０９／㎡／曰（宮里ら1984）で

ある。これは外国の例に比べてかなり高い値であ

る。

模擬群落を作って実験した結果（宮里ら1984）

によると，乾物生産量（CGＲ）は１曰１平方米

当り世界最高の60.29の値が得られた。村田吉

男氏（東大教授）が世界各地で行われた研究報告

をまとめた一覧表によれば，過去の最高記録はネ

ピアグラスの６０９であり，サトウキビはそれを

上廻っている。

これに関連して「東南アジア植物資源の開発戦

略」（農林統計協会，昭46）の中に「気候圏別に

見た植物生産」（Bauerl968)が示されているが，

それによると植物の年間総同化量は熱帯圏に比べ

て亜熱帯圏はやや劣るが，呼吸による消費量を差

引いた純同化量は逆に亜熱帯圏で高い。特に５～
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12～１３ｔ／１０αをあげているので，それを普遍

化していくことが重要である。また，将来に向け

ては，品種の育成選択を含めて新しい技術の組立

てによって生産力が著しく高まることが期待され

る。

濃度の酸素が発芽中に生ずる毒性物質を除去する

ためであると説明されている。毒性物質には切口

面で発酵によって生ずる毒物と，発芽過程で蕨苗

中に生ずる抑制物質が考えられている。

石灰処理の効果は蕨苗の水分吸収を促進するこ

とによって，炭水化物が還元糖に転換する結果で

ある。薦苗を石灰飽和液に浸漬すると，水の吸収

量は純水浸漬よりも50％以上も増加する。蕨苗の

含水量が増加すると，炭水化物は加水分解によっ

て還元糖への転化が促進されて還元糖の濃度が高

まる。発芽歩合と蕨苗の還元糖量との間には正の

相関がある。従って炭水化物を還元糖に転換する

石灰処理は発芽を刺戟することになる。

以上のように蕨苗の素質は従来蕨苗の貯蔵養分

量と水分含量で説明してきたが,最近になってそ

の他に茎内部の維管束,特に節網維管束の発達程

度，すなわち養水分の利用体制と密接に関連して

いることが明らかになってきた。

（３）節網維管束の発達程度

イネ科植物の茎の維管束は節間では比較的簡単

な垂直に走る縦走維管束のみであるが，節部では

複雑に分岐横走する節網維管束が発達し，各維管

束が相互に連絡している。

サトウキビの茎を解剖的にみると，側芽の着生

する節部には横に網目状に走る節網維管束が発達

する。節網維管束は芽の着生する側から茎の中心

部をとおって反対側の周縁部に及ぶが，若い節位

では発達が不充分で生育が進み完成された節位

(＋５節以下）では節部の全面にわたって分布す

る。トウモロコシでは側芽のない節位でも大型の

葉器が着生する節位には必ず節網維管束が分布す

るが，サトウキビでは側芽の着生しない幼甘薦の

基部，出穂茎の側芽の着生しない上位の花葉節に

は節網維管束が発達しない。

サトウキビの茎の節には葉,側芽が着生し，根

基が分布する。茎の内部をみると葉から葉跡条と

いう維管束が走入し，節網維管束によって側芽，

２．種苗

ｏ種苗の良否（素質）

我が国では古くから「－種,二肥，三作り」と

か，「苗七分」，「苗半作」の言い伝えがあり，種

苗の重要Ｉ性が強調されてきた。

薦苗の良否（素質）は従来,①薦苗の貯蔵養分，

②芽の含水量で説明されてきた。

（１）薦苗の貯蔵養分

蕨苗の発芽生長は採苗節位によって異なる。採

苗時における薦茎内の薦糖含量及びブリックスは

最上位節で最も低く，下位節になるにつれて増大

し，５～６節で最高値，または一定値を示すが，

還元糖はそれとは逆の傾向を示す。従って５～６

節は蕨糖,還元糖がほぼ一定値を示す最上位の節

位であり，それよりも上位の節位では生長が完成

しておらず,生理的機能が整っていない。下位節

になるほど完成後の時曰の経過が長く，生理的機

能が休眠状態にある。従って５節以下で，しかも

若い状態の節位から採苗すると発芽生長が良好に

なる（見城1942）。サトウキビの発芽生長に際し

て，そのエネルギー源は一次的には薦苗中の貯蔵

養分にたよることになるので蕨苗の含有成分量は

重要な意義を持つことになる。

（２）芽の水分含量

硬化苗は芽の含水量が少ないために発芽がおそ

く，発芽歩合が低下する。芽（苗）の含水量が多

いと発芽が促進される。そのために薦苗の水浸漬

や石灰水に浸漬することが行われてきた。

簾苗の水浸漬や石灰飽和液への浸漬は1889年頃

からジャワでSereh病対策の一環として行われて

きた。薦苗を流水に浸漬する効果は，流水中の高
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根基及び他の維管束とが互に連絡している。例え

ていえば，節部において節網維管束が発達してい

ることは，丁度バスターミナルで各路線が互に連

絡しているのに似ている。しかも重要なことは，

蕨苗の発芽発根の良好な節位は節部における節網

維管束が良く発達しており，薦苗の素質が節部の

節網維管束の発達と密接な関係があることである。

沖縄県のサトウキビ栽培指針によると，種苗選

定の項で「２節苗にし，夏植では４段目まで，春

植は３段目までの苗」を用いるとしているが，よ

り具体的には「＋５節から下位節へ」４段目また

は３段目までの苗と理解したい。

戦前（昭７）に優良品種の普及と蕨苗更新の目

的で「甘薦中間苗圃設置規程」を設けて良苗の薦

作農家への配布を徹底していた。戦後も「中間苗

圃設置補助金交付規程」（昭27），「原苗圃設置

補助金交付規程」（昭28）を公布したが，組織的

な良苗の配布が効率的に機能しているだろうか。

サトウキビ原原種農場（種苗管理センター沖縄農

場に改組）が設置されているので，そこを頂点に

採苗組織を強化し，無病健全な素質の良い蕨苗を

用いることが重要である。

３．根の生長

（１）根の機能

根の語義は根本，根拠，根源などの使い方から

も明らかなように，「もとになるもの」を意味す

るが,作物の栽培に当っても根を養うことが根本

問題である。士作りが強調されているが，それは

作物の根によって吸収される養水分の供給・保持

を図り，根の生活の場である土の理化学的性質及

び有効微生物活動の条件を改善し，土壌中の病害

虫を防除して根の生活環境を整えることである。

根は地中にあって植物体を支持し，養水分を吸

収する重要な役割を果している。従って根を養う

ことが栽培の基本であるが,根そのものは直接目

にふれることがないために，その調査は極めて困

難である。標準的にとらえると，１０α当り375kｇ

（１５０９の苗×2,500本）の蕨苗を植付けている

が,最後の原料茎の収量は約７ｔ（県の平均単収）

から２４ｔ（昭39／40年期競作会記録）である。そ

れは植付当初の蕨苗重量の約20倍から65倍に相当

する。新鮮な原料茎は約75％の水分，約25％の有

機物，１％以下の鉱物質を含有しているが，その

うち水は根で吸収し，有機物は根で吸収された水

と葉の気孔から取入れた炭酸ガスで合成され，鉱

物質は専ら根で吸収される。

（２）根の生長の特性

（根は根基のみから出現）

サトウキビの根には苗の根帯に分布する根基か

ら伸長した簾苗根と，主茎または分けつ茎の下位

節の根帯に形成された根基から出現する茎根とが

ある。挿木で繁殖する他の作物の場合は，普通，

挿穂の芽・葉で光を受けてホルモン様物質を合成

し，それが皮層を伝わって挿穂の切口部分に移行

蓄積して根を形成して伸長する。すなわち挿木し

た後で根を形成する。ところがサトウキビは植付

前,茎（苗）の根帯部分に既に形成されている根

基が伸びて根になる。すなわち，薦苗では既存の

根茎のみから根が出現し，その際根基の眼点が根

冠になる。

根基数は節位によって異なる。１本の蕨茎につ

いてみると，発芽生長した幼甘薦の下位の４～５

節には根基が認められず,上位節になるにつれて

１節当りの根基数が増加し，完成した節（NCC3

10,茎径2.5～2.6cm)で55～60個に達する。完成し

た節位の苗を植えると，発根数は普通35～40本で

残りの60％内外の根基は休眠状態で発根しない。

このことは災害抵抗性等と関連がある。

（根の出現期と独立栄養期）

イネの場合は種子の貯蔵養分にたよらずに独自

に生長する時期，すなわち独立栄養期は本葉が４

枚出た時期であり，分けつも４枚以上の葉が着生

すると有効化する。

サトウキビの場合，ハワイの報告によると植付
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後４～６週間は蕨苗根で生長するという（Hum

bert）。NCo310を用いた沖縄での実験では，初

期段階の主茎の根は葉が１枚増える毎に約４本づ

つ増加する。そして蕨苗根の機能は主茎の４～５

葉期（植付後30～36曰）に衰え，養水分吸収の主

役は茎根に移り，６葉期（植付後42曰頃）に茎根

数が約20本に達して独立期になる。これは移植栽

培で移植時期を決定する際に考慮すべき点である。

(１株全分けつの総根数）

１株の全分けつ根数は主茎の４葉期（植付後30曰

頃）に３～４本であるが，その後漸増して７葉期

(植付後47曰）になると約100本に達する。早く出

た根は次第に機能が低下する。次ぎつぎと新しい

分けつが出現し，各分けつの発根節位は上昇して

機能の主役は古根から新根に移る。従って１株の

根群は全体として継続的に更新されて，一定の吸

収機能が維持される。

（災害回復力と根）

サトウキビは災害を受けても比較的回復力が強

い。その理由は，①茎が養水分の貯蔵場所になっ

ていること，②生育期間が長く，被害後の気象そ

の他の条件で充分に回復の機会（時間）があるこ

と，③台風・管理作業等で根が損傷・切断される

と，それを補償する形で休眠中の根基から発根す

ることなどによる。

一般に早期高温時に台風の被害を受けると回復

力が大きく，後期低温期の被害は回復が困難であ

る。沖縄では「10月風はガシ」という言い伝えが

ある。これは低温期に向かう10月（旧暦）頃に台

風被害を受けると回復が困難で不作（飢謹）にな

り，餓死者を出したことに由来する。

（３）品種と初期段階の根の生長

一培土と関連して－

蕨茎の大小は品種の特性の１つであるが，茎が

地上部に出現する角度は茎の大小（大茎種か，中

細茎種か）によって異なる。ＰｏＪ２７２５などの大

茎種では主茎・分けつ茎とも地下部が大きく湾曲

して地上部に出現する。これに反して中茎種の

NCo310は主茎・分けつ茎とも湾曲程度が小さく

比較的直立した形で出現する。これは針金（鉄筋）

を曲げるときに，針金の大小によって曲る程度に

差を生ずるのとよく似ている。

サトウキビは茎の地下部の湾曲程度が大きいと

根の発達が促進される。これは根基の分布する地

下茎の節間長，根の向基性,発根位置の高さなど

と関係がある。PoJ2725を栽培していた当時は，

品種の特性上，自然に株が開いた形で茎を出現さ

せるので土寄方式の培土でも支障はなかったが，

それよりも茎の細いＮＣｏ３１０では自然の状態で

は茎の地下部が直立する傾向があるために，土入

方式の培土が必要である。土入方式によれば株が

開き，結果として茎の地下部が湾曲し，しかも茎

と土が良く密着して発根に好条件を与えることに

なるc｢このことは更に株の中が空胴化して害虫の

生,息場所を作らないためにも重要である。

（４）根を養うために

①根基数は節位によって異なるので，完成され

た＋５節以下の節位から採苗し，薦苗根の出現発

達を促進する。②深耕して根の生活圏を広げ，土

地を立体的に利用する。③適時,適量の培土によっ

て地中に発根節数を確保し，サトウキビに発根の

機会を与えて根の出現伸長を促進する。

４．分けつの生長

（１）イネの分けつ研究

イネは刈取ったワラに普通は３個の節を有する

ことから，古くは３節草とも呼ばれていた。片山

佃先生（九州大学）の研究でイネの分けつの様相

が明らかにされた。すなわち，①イネの節数は品

種によって異なり13～15節あるが,早生品種は少

なく，晩生種で多い。しかもその大多数は地下部

にあって分けつ節になっている。②１枚の葉の生

長は葉鞘よりも葉身が早く完成するが，ある葉身

はその１枚下の葉鞘と同時に伸長する。しかも主
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（分けつ表示の試案）

サトウキビの初生芽節位は普通６～７節であり，

10節以上の節位からも分けつが出現するので，イ

ネの分けつ表示の方式をそのまま適用することは

困難である。サトウキビの分けつ表示について－

つの試案を提出した。

（分けつ生長の特異l生）

分けつ生長の特異!}生にはいくつかあるが，イネと

異なる点を１つだけあげる。分けつの出現位置が

主茎と蕨苗との間，すなわち内側になるか，外側

になるｶｺで生長が著しく異なり，同位分けつでも

外側の分けつは伸長が著しく促進される。例えば

主茎７葉期の各分けつの伸長量を比較すると，同

じ７号分けつでも外側に出現するものは57.9ｃｍ

に伸長しているのに対して，内側の同位分けつは

209cmで35％の伸長量にすぎず，８号，９号分け

つも外側に出現するものは伸長が著しく勝ってい

る。これは茎の地下部の湾曲程度に差を生じ，節

間長,発根数に影響を与えるためであり，土入れ

株開き方式の培土効果の有利性に対する－つの理

論的根拠になる。

秤の葉の伸長と分けつ出現の時期との間には規則

性（同伸葉理論）がある。そのため地上部で主桿

の出葉期を調査することによって分けつの出現時

期を推定することができる。③個々の主桿，分け

つ茎に記号を与えて識別し，分けつ体系を明らか

にした。この研究は実際栽培にも大きく貢献した。

（２）サトウキビの分けつ

（分けつ調査の困難性）

１）種子繁殖をするイネでは第１完全葉の着生

節位が常に一定しているが，サトウキビの場合は

採苗節位その他の条件でりん片数が異なり，第１

完全葉（葉身１cm以上）の着生節位が一定しない。

２）イネでは最下位から各節に分けつ芽が着生

するが，サトウキビは主茎,分けつ茎とも基部の

数節には側芽がなく，初めて側芽の着生する初生

芽節位が苗齢,生育条件などで異なり一定しない。

３）分けつ出現の際に，葉鞘内部に沿って出現

するイネとは異なり，サトウキビは主茎または親

分けつの葉鞘を突き破って地中から出現する。

４）分けつの出現位置が主茎と薦苗との間，

すなわち内側になるか，外側になるかで生育に差

があり，低節位分けつが必ずしも強力に伸びない。

５）同時に伸びる葉が５～６枚であるため，イ

ネのように同伸葉理論がなり立たず，同伸葉関係

が不明確である。

以上のような生長の特性があるため，サトウキ

ビは生育中に地上部から分けつ位を確認すること

が困難であり，抜取後の調査が必要である。

（Barberの研究）

Barber（1919）は広範な研究結果から，分けつ

の記号を主茎α’１次分けつｂ，２次分けつｃ’

３次分けつｄ，……であらわし，１株内の分けつ

数が例えば１次分けつ３本，２次分けつ４本，３

次分けつ２本の場合に，α＋３ｂ＋４ｃ＋２．

で表示した。しかしこの方式では次位別の分けつ

数は分るが，個々の分けつの出現節位が不明確で

ある。

５．基本的培土法の実施

一根の生長及び分けつ促進のために－

根の生長，分けつ出現の特性を生かすためには，

理にかなった培士法を実施する必要がある。

(1)培土法の推移

１）1860年頃キューバでReynosoAlvers氏によっ

ていわゆるレノーン式培土法が考案された。

２）それが後にジャワに導入・応用された。レノー

ン式は最初，単一の方式であったが，ジャワの製

糖会社はそれぞれの気候・土質・労力事情に適応

する形に改変し，チョーマル式，モジョパングン

式（共に工場名），パスールアン式(一名ケブルッ

ク式），シドアルショ式（一名ゴンベン式）（共

に州名）等が成立した。

３）明治42年に台湾の大目降糖業試験場でレノー
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ル式について試験し，その結果特にゴンベン式と

モジョパングン式の成積が良好であった。台湾在

来の方式に比べてレノーン式は①深耕して溝に植

えること，②特別の培土法により新根を発生させ

て養水分の吸収を盛んにすること，③潅がい，排

水が便利であること，④結果として直立した良質

の蕨茎が収穫できること，などの特長があった。

４）沖縄県では昭和７～８年にモジョパングン式

とケブルック式について，在来の方式との比較試

験が行われ,沖縄の土地条件に適した深溝植・高

培土方式の全く新しい栽培法が組立てられた。

５）戦後は品種が大茎種（POJ2725)から中茎種

のNCo310に変わり，栽培が機械化されるに伴っ

て栽培技術が変化した。すなわち戦前の方式を基

本としながらも植溝が浅く，培土の高さが低くなっ

た。また中茎種は主茎・分けつ茎の地下部が比較

的直立して出現するために，培土の方法は土入れ

方式によって株を広げることが必要となった。

（２）培土法の現状と対策

（現状）

戦前に比べて一般に培土作業が粗雑になり，理

にかなった培土法が行なわれていないうらみがあ

る。培土の高さ，土人・株開きの方法が不充分で

あり，そのために根の発達，分けつ生長が悪く，

株の中心部が空胴化して害虫の生息場所になって

いる場合もある。

（対策）

１）培土の目的・効果を認識し，理にかなった

培士法を実施すること。サトウキビは①節部の根

基だけからしか発根しない，②下位の５～６節に

は根基及び分けつ芽がなく，発根，分けつ出現の

節位はそれよりも上位の節になる，③そのため，

培土によって地中節数を確保し，発根及び分けつ

出現の機会を与える,④大茎種と中・細茎種とで

は地下部における茎の湾曲程度が異なるので，中

茎種（NCo310など）を栽培する場合は土人・株

開き方式の培土が必要である。

２）新品種の普及栽培に当っては品種の特性を

発揮させるために培土の時期・量について検討す

る。

結び

亜熱帯に位置する沖縄県のサトウキビの潜在的

生産力は極めて高いが,原料茎の単収は世界のトッ

プクラスの国々に比べるとまだまだ低いのが現状

であります。

単収を引き上げるには，１つには新しい品種の

育成と栽培新技術の組立てが必要ですが，これは

試験研究機関の今後の大きな課題であります。２

つにはこれまでの試験研究の結果を生産の現場で

生かすことが必要であります。この点については

試験研究の結果の内容を消化して情報を迅速・的

確に流す側と，現場の実状に沿って受入れる側と

の間に，信頼関係があってはじめて相乗効果がで

てくるものと思います。

不利な条件を克服して足りないところを補うの

が栽培技術ですから，原点に立ちかえって理にか

なった栽培の基本を守ることが重要だと思います。

我々人間には心があり，言葉で表現できるのでウ

ソも方便で，ある目的で真実でない表現をするこ

ともありますが,作物は絶対にウソをつきません。

人間の肥培管理という手立てに正直に反応します。

人間と共生関係にある作物は人間の周到な管理に

必ず応えてくれるはずで，我々からみれば悪い結

果になっているのも，作物が人間の手だてに正直

に反応しているためだと思います。

試験研究にたずさわるものは合理的な技術を組

立て，生産の現場で働く方々は理にかなった栽培

を行ない，働いた割に酬いられるようにすべきだ

と思います。

（昭和61年７月25曰，特別講演）


