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サトウキビメモその４

沖縄県サトウキビ競作会にみる多収技術

島袋正樹

(沖縄県農業試験場）

MasakiSimabukuro：Sugarcanelecture（４）Highyieldingtechnologyinthe

sugarcanecompetitionassociationinOkinawaPrefecture．

Ⅳ145万トン生産が十分可能なサトウキビ生産

計画とその対応：

１．経時的にみた多収穫栽培の成績

表１には，過去17年間をいくつかの年代に区

切って多収穫栽培の調査結果を示した．

NCo310が使用されていた昭和59年～63年

(１期）における平均収量は14963kg／10a，平

均可製糖率は1268％，平均可製糖量は1,897kg／

表１．経時的にみた多収穫栽培の成績（夏植)．

年 収量茎数１茎重茎径茎長可製糖率可製糖量備考

ｋg/10ａ

14,953(100）

15,673(105）

15,353(103）

16,194(108）

本/10ａ

9,528(100）

8,404(88）

8,577(90）

8,138(85）

％

12.68(100）

13.42(106）

1281(101）

14.35(113）

ｋg/10ａ

1,897(100）

2,110(111）

1,970(104）

2,326(123）

ｇ

1,633(100）

1,978(121）

2,004(123）

1,961(120）

Ｃ、

2.4(100）

2.43(101）

2.47(103）

236(98）

cm

340(100）

368(108）

369(109）

367(108）

昭59～63年（１）

平２～12年(Ⅱ）

平２～８年(Ⅲ）

平９～12年(Ⅳ）

NCo310主体

F172,Ｆ161,Ｆ177,Ｎｉ9,ＮｉＦ８

同上

Ｎｉ９ｐＮｉＦ８

注）１茎重，茎径，茎長は生態調査の数値である。（）は，指数（％）である．

10aであった．茎数が比較的多くなっているの

が特徴といえよう．平成２年～12年（Ⅱ期）に

おける平均収量は15,673kg／10ａ（１期に対す

る比率（以下同じ）は107％)，平均可製糖率は

1342％（比率は108％)，平均可製糖量は2,110

kg／10ａ（比率は111％）であった．平成９年

～12年（Ⅳ期）における平均収量は16,194kg／

lOa，比率（205％)，平均可製糖率は1435％

(比率は113％)，平均可製糖量2,326kg／10ａ

(比率は123％）であった．Ⅳ期の特徴は，①茎

数は減少したが１茎重が上昇し，多収となった

こと，②品質が大幅に向上したことである．そ

のため，可製糖量が高くなった．

１期に対してⅡ期は，収量で５％増，可製糖

率で６％増，可製糖量で11％増となり，これは

主に新品種育成（F161,Ｆ172,Ｆ177,Ｍ８，

Ni9）の成果と考えられる．Ｉ期に対してⅣ期

は，収量で11％増，可製糖率で13％の増，可製

糖量で23％の増となり，これも新品種育成

(NiFaNi9）の効果が認められる．過去17年

の間に砂糖の量で約23％増の育種の成果が認め

られる．これは，土壌と害虫等の環境条件が悪

くなる一方の農地の時間軸を基にしていること

を会わせ考えれば大きな成果といえよう．それ

なりの基本技術を施せばサトウキビの将来は前

途洋々たるものである．
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重圧，緊張を思い出している．

また，甘味資源振興会（吉田常務）と分密糖

工業会（平良専務）の絶大な協力と激励があっ

た。

内原によってサトウキビの人工交配が成功し

た昭和38年（1963年）に沖縄のサトウキビ育種

は始まった．内原の大きな功績である．復帰に

伴って，昭和63年（1978年）に農林水産省のサ

トウキビ育種指定試験が設立された．２２年の歳

月が流れ，サトウキビ育種への投資効果を常時

意識しながら，日々の工夫を継続し，時には組

織的危機感を室員と共有したりして，新品種育

成に切瑳琢磨しながら逼進してきた過酷な労働

２．作型別にみた可製糖量関連形質の発現と生

産効率

表２には，多収穫栽培における作型別の成績

を示した．単位収量は，夏植（15,673kg／10a，

表２．多収穫栽培における作型別の成績（平成２年から12年)．

作型収量茎数１茎重茎径茎長可製糖率可製糖量

kgn0a

l5,673

12,223

10,756

本/10ａ

8,404

8,327

8,898

kg/10ａ

2,103

1,725

1,496

％

13.42

14.11

13.91

ｃｍ

2.43

2.39

2.33

血
糊
川
別

9

1,978

1,584

1,334

夏植

株出

春植

注）１茎重，茎径，茎長は生態調査の数値である。

比率（100％))，株出（12,223kg／10a，比率

(78％))，春植（10,756kg／10a，比率（69％)）

となっている．茎数は，春植（8,898本，比率

(106％))，夏植（8,404本，比率（100％))，株

出（8,327本，比率（99％)）で，春植の茎数が

多く，夏植と株出は少なく類似している．さら

なる多収を目指すためには９千～１万本の茎数

の確保が必要である．

１茎重は，夏植（1,9789,比率（100％))，

株出（1,5849,比率（80％))，春植（1,3349,

比率（67％))であり，夏植の生育期は長いので

１茎重も高くなった．株出の１茎重が春植より

高くなったのは，生育期間の差は小さいが，株

出は前作の地下茎と根系を生長に使うためと考

えられる．この意味では株出栽培でのさらなる

多収性の追求が可能である．茎長は，夏植(368

ｃｍ，比率（100％))，株出（319ｃｍ，比率（８７

％))，春植273ｃｍ，比率（84％))となり，１茎

重と類似の傾斜をしました．可製糖率は，夏植

(13.42％，比率（100％))，株出（14.11％，比

率（105％))，春植（13.91,比率（104％)）と

なり，株出と春植の方が高品質なった．こらは，

夏植は株出と春植に比較して，長茎でＳ字倒伏

が多いこと，長い生育期間の間には病害虫の被

害を受ける機会が多いこと等のために糖分の上

昇と蓄積に不利になると考えられる．可製糖量

は，夏植（2,103kg／10a，比率100％))，株出

(1,725kg／10a，比率（82％))，春植（1,496kg／

10a，比率（71％)）となり，収量と１茎重と

類似の傾斜を示した．

以上の結果から，収量に対する１茎重と茎数

との関係をみると，収量と１茎重の密接な関係

が示唆される．また，１茎重は茎長との関係が

深く，要するに茎長をいかに伸長させるかが多

収を得るポイントである．可製糖量に対する収

量と可製糖量との関係をみると，可製糖量は可

製糖率の変動より収量の動きと連動していると

考えられる．表３の相関行列からも同様なこと
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表３．作型間における可製糖量関連形質間の相関行列．

形質収量茎数１茎重茎径茎長可製糖率可製糖量

収量

茎数

１茎重

茎径

茎長

可製糖率

可製糖量

1

-0.6395

0.994966

0.941505

0.977919

-0.83626

0.996132

1

-0.71332

-086118

-0.78605

011323

-0.70458

1

0970537

0.993939

‐0.7771

0.999923

1

0.991143

-0.60255

0.967475

1

-0.7032

0.9925

1

-0.78484 １

表４．収量および可製糖量の作型別の単位時間当たりの生産効率．

収量 可製糖量 備考

作型実数懲皇左比率実数二重鎚左比率
kg/10ａ

15,673

12,223

10,756

kg/10ａ

８７１

1,019

８９６

kg/10ａ

2,103

1,725

1,496

％
Ⅲ
加
川

kg/l０ａ

ｌｌ７

１４４

１２５

％

100

123

107

夏植

株出

春植

栽培期間(約18ケ月）

栽培期間(約12ケ月）

栽培期間(約12ケ月）

が推察される． 表５は，145万トンの生産計画を示した．平

成11／12製糖年度の実績は，春植は単位収量

(5,738kg／10a)，収穫面積（1,263ha)，生産実

績（72,462トン)，株出は単位収量（6,435kg／

10a，比率（％))，収穫面（5,537ha)，生産実

績（356,310トン)，夏植は単位収量（7,919kg／

10a，比率（100％))，収穫面積（6,686Ｍ)，生

産実績（529,427トン）である．全収穫面積は

13,486ha，全生産実績は958,199トンである．

夏植の面積は6,686haとなっているが，宮古と

八重山の夏植は２年１サイクルであるので，宮

古（3,890ha）と八重山（1,380ha）の夏植面積

(5,270ha）の約２倍の栽培面積があると推定さ

れる．従って，実際の栽培面積は約18,759haに

達すると推定される．夏植栽培が収穫面積の拡

大の妨げになっている．このことから，作型の

適正比率を考慮に入れた栽培体系を確立するこ

とが肝要である．

計画（Ａ）の収穫面積（Ｃ）は夏植と春植を

20％，株出を60％にした栽培体系を想定した場

３．作型間の生産効率

表４には収量および可製糖量の作型別の単位

時間当たりの生産効率を示した．収量の月当た

りの生産量は，夏植（871kg／10a，比率（100

％))，株出（1,019kg／10a，比率（117％))，

春植（896kg／10a，比率（103％))となり，多

収栽培においても夏植に比較して株出と春植の

時間当たりの高い効率生産性が明らかである．

可製糖量の月当たりの生産量は,夏植(117kg／

10a，比率（100％))，株出（144kg／10a，比

率（123％))，春植（125％，比率（107％))と

なり，収量と同様な傾斜が認められる．

以上のことより，春植と株出の高い生産性が

明らかであり，春植・株出の作付け体系の有効

性が再確認できる．

4．沖縄におけるサトウキビの可能性と145万

トン生産計画
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表５．達成可能な145万トン／年間の生産計画への提案．

現状（平11／12） 画（Ａ）

推定生産量
（C）

ｔｏ、

215,289

724,259

148,560

1088,108

計

収穫面積
（ｃ）

Ｈａ

3,752

11,255

1,876

16,883

作型 単位収量
（Ａ）

生産実績収穫面積

（Ａ）

kg/10ａ

5,738

6,435

7,919

Ｈａ

ｌ,263

5,537

6,686

13,483

ｔｏ、

72,471

356,306

529,464

958,241

植
出
植
計

春
株
夏
合

計画（B） 計画（C）

Ｈａｔｏｎ

（C）（C）

！3,752403,565

収穫面積推定生産量

|Ｍ１菱;灘

作型 収穫面積

（C）

推定生産量

（B）

kg/10ａ

10,756

12,223

15,673

kgd0a

7,529

8,556

10,972

Ｈａ

3,752

11,255

1,876

16,883

ｔｏ、

282,488

962,978

205,835

1,451,309

植
出
植
計

春
株
夏
合

注）収穫面積ついて，（Ａ）は平成11／12年の現状，Ｂは平成11／12年の面積を春植と夏植が２０

％，株出60％とした場合の面積，（Ｃ）は夏植の比率が減少した場合の面積を春植と株出に

配分した面積，単位収量について，（Ａ）は平成11／12年の現状，（Ｂ）は多収穫栽培の平均

収量の約３割減，（Ｃ）は競作会の平均収量の数値

合の面積を示し，栽培されたサトウキビが毎年

すべて収穫されることを想定している．ただし，

夏植は3,752haの50％（1,876ha）が収穫される

と見込まれる．作型だけを変えるだけで約109

万トン生産量が見込める．

計画（B）は，単位収量を多収穫栽培の平均

収量の３割減とした場合の推定生産量を示した．

その結果は，春植（282,488トン)，株出（962,978

トン)，夏植（205,835トン）となり，全生産量

が1,451,309トンの生産量が見込める．また，

計画（C）は，を昭和59年から平成12年までの

多収穫栽培の平均収量を基準にして推定した生

産量である．春植が403,565トン，株出が1,375,

699トン，夏植（294,025トン）となり，全生産

量は2,073,289トンのサトウキビ生産の可能性

が示される．

要するに，サトウキビ生産の可能性としては

約207万トンであるが，せめてその70％程度の

生産量（145万トン）は実現したいものだ．１４５

万トンの生産計画を実現するためには，春植7.

5トン／10a，株出8.5トン／10a，夏植１１トン／

10aへの単位収量の引き上げが必要がある．そ

のためには，平成11／12年度の実績，春（5,738

kg／10a)，株出（6,435kg／10a)，夏植（7,919

kg／10a）をそれぞれ３割程度引き上げる諸対

策が不可欠である．諸対策ができれば，145万

トンの目標は，筆者の経験からして決して実現

不可能なものではない．

春植7.5トン／10a，株出8.5トン／10a，夏植

１１トン／10aのサトウキビが獲れる行政的・技

術的・現場的対応については次回に回そう．


