
日 時 試験研究機関 会 場

2月 6日（木）13:00～16:00 水産試験場 紀南文化会館
（田辺市新屋敷町1番地）

2月13日（木）13:30～16:00
農業試験場・
暖地園芸センター

農業試験場
（紀の川市貴志川町高尾160）

2月14日（金）13:30～16:00 林業試験場
上富田文化会館

（上富田町朝来758－1）

2月18日（火）13:30～16:00 果樹試験場 果樹試験場
（有田川町奥751－1）

2月28日（金）13:30～16:00 うめ研究所 ﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾂ和歌山みなべ
（みなべ町山内348）

令和２年１月14日

記 者 発 表
農林水産関係

試験研究機関の研究成果を発表します
農林水産業競争力アップ技術開発事業などで取り組んだ試験研究の成果を、広く県民の皆様に

知っていただくため、成果発表会を開催します。多くの方のご参加をお待ちしております。

（詳しくは 3～5ページ）

① 業務用ナバナの有望品種の選定と栽培技術の開発（研究員 嶋本旭寿）

② 業務用キャベツにおける減肥栽培技術の確立（主査研究員 橋本真穂）

③ 業務用キャベツにおける菌核病の防除対策（主査研究員 菱池政志）

④ 施設栽培コマツナのコナガの緊急防除対策（主任研究員 井口雅裕）

⑤ 糖含有珪藻土を用いた土壌還元消毒によるトマト青枯病の防除（研究員 林佑香）

⑥ トルコギキョウの安定育苗技術開発（主任研究員 花田裕美）

⑦ 気候変動に適応できるスターチスの安定生産技術開発（研究員 金川真実）

農業試験場・暖地園芸センター

《 開催スケジュール 》

《 発 表 内 容 》

水産試験場 （詳しくは 1～2ページ）

基調講演：「大阪における浜の再生に向けた取組について」

① 海況と浮魚礁から見た2019年カツオ漁況（主査研究員 山根弘士）

② LAMP法による海産白点虫の検出（主査研究員 堅田昌英）

③ アユ資源変動に関する要因（研究員 賀集健太）

大阪・泉州広域水産業再生委員会 事務局長 森政次 氏



③ ウメにおける潮風被害の影響軽減対策（研究員 下村友季子）

④ ウメ新品種「星秀」の育成（副主査研究員 沼口孝司）

⑤ 今後注意すべきウメの害虫（研究員 江畑真美）

⑥ スマート農業技術の実証の取組（主任研究員 大江孝明）

⑦ クビアカツヤカミキリの侵入防止の取組（日高振興局農業水産振興課 主任 橘実）

林業試験場 （詳しくは 6～7ページ）

① クマノザクラの特徴と増殖技術の検討（研究員 的場彬通）

② 外来害虫クビアカツヤカミキリは山の木を加害するか？（主任研究員 法眼利幸）

③ スギ大径材の有効活用（主任研究員 坂本淳）

④ サカキ等花木の新たな病害虫の防除（主任研究員 田中作治）

⑤ 栽培・加工に向くイタドリの選抜と商品開発（主査研究員 杉本小夜）

どなたでも参加できます。参加方法など詳しくは別紙を参照してください。

＜問い合わせ先＞

農業試験場 TEL：0736-64-2300
果樹試験場 TEL：0737-52-4320
うめ研究所 TEL：0739-74-3780

林業試験場 TEL：0739-47-2468
水産試験場 TEL：0735-62-0940

研究推進室（西森、竹内） TEL：073-441-2995

うめ研究所 （詳しくは 10～11ページ）

① 南高梅梅干しによるマウス腸内細菌フローラ調節と脂質代謝改善効果
（近畿大学 教授 芦田久 ）

② ウメ「南高」のカットバックおよび摘心処理による青梅生産性の向上
（主査研究員 城村徳明）

果樹試験場 （詳しくは 8～9ページ）

① カンキツ類の機能性に関する知見と育種（研究員 岩倉拓哉）

② 中晩柑「はるき」および晩生ウンシュウミカン「植美」の育成（主査研究員 田嶋皓）

③ 緑かび病に対する各種薬剤の耐雨性と残効期間（副主査研究員 武田知明）

④ ウンシュウミカン園におけるドローン活用の試み（主査研究員 熊本昌平）

同日開催 果樹試験場『ミカンとふれあいデー』（10：00～16：00）

ミカン栽培基礎講座（10:30～11:15）・ミカン新品種の試食 （随時）など



13:00~05
13:10~14:10
（発表＋質疑応答）

（発表15分、質疑5分）
14:20~14:40
14:40~15:00
15:00~15:20
15:20~15:40
個別応答、片付け　～16:00

　

主催：和歌山県 
共催：公益財団法人わかやま産業振興財団 

 
  
  

 

      令和2年2月6日（木） 13：00～16：00 日 時 

基調講演と水産試験場で実施した試験研究成果の発表会です。 

       紀南文化会館 小ホール （田辺市新屋敷町１番地）  会 場 

お問い合わせ先 
 
和歌山県水産試験場 
〒６４９－３５０３   東牟婁郡串本町串本1557-20  
 ＴＥＬ ： ０７３５－６２－０９４０ 
 ＦＡＸ ： ０７３５－６２－３５１５ 

森 政次（もり まさつぐ） 
1951年大阪市生まれ 
 東京水産大学増殖学科、京都大学農学研究科博士課程を修了後、大阪府の水産事務職員として31年間水
産行政に従事。その後、（公財）大阪府漁業振興基金栽培事業場に勤務する傍ら、2012年からは近畿大学
農学部水産学科非常勤講師となる。2016年からは現職の大阪・泉州広域水産業再生委員会事務局長として
広域浜プランの事業実施に携わり、大阪湾の水産業再生を目指し、現場で日々奔走している。   

「大阪における浜の再生に向けた取り組みについて」 

大阪・泉州広域水産業再生委員会 
 

 事務局長     森 政次 氏 

☆開 会 

☆挨 拶 

☆基 調 講 演 （13:05～14:00） 

☆口頭発表 （14:30～15:30）  

１) 海況と浮魚礁から見た2019年カツオ漁況について 
 
２) LAMP法による海産白点虫の検出 
 
３) アユ資源変動に関する要因について 

資源海洋部  主査研究員 山根  弘士 
 
増養殖部   主査研究員 堅田 昌英  
 
内水面試験地 研究員   賀集 健太  

  水揚げされたカツオ 

☆ポスター発表 （14:00～14:30）  

○ 研究員がポスター近くに待機してご質問等に対応します。 
 

○ 発表内容：サバ類資源・漁海況関係、魚類・藻類増養殖関係、ウナギ・アユ関係等 

海産稚アユの砕波帯調査 LAMP法結果写真 
陽性･･･標的DNAの増幅あり 
陰性･･･標的DNAの増幅なし 

☆総合討論 （15:30～16:00）  
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課題名 発表者名 要約

基調
講演

大阪における浜の
再生に向けた取り
組みについて

大阪・泉州広域水産業
再生委員
森政次

   平成27年度に地域水産関係団体等が大阪・泉州広域水産業
再生委員会を設立、圏内水産業の再生を目指し、低生産性、低
収益性にあえぎ、多くの漁業者が後継者もなく疲弊してしている
中、様々な取組を始めた。なかでもシラス市場の集約と付加価値
化は従来の漁業構造を改革し、全国的にも先進的な成功例と
なっている。ほかにも鮮魚ブランドづくり、直接販売や浜のにぎわ
い創出など、産地一体となった取組例を和歌山の漁業者に紹介
し、ともに浜の再生を図っていきたい。

1
海況と浮魚礁から
見た2019年カツオ
漁況について

主査研究員
山根弘士

   カツオの水揚量は、2014年以降不漁で推移していたが、2019
年は2014年以降で最も多い水揚量となった。その要因として、春
のカツオ漁期に熊野灘に流入した海流の影響が考えられた。ま
た、漁期後半には県浮魚礁におけるカツオの漁獲もあり、浮魚礁
へのカツオの来遊もカツオの好漁に影響を与えたものと推定され
た。

2
LAMP法による海産
白点虫の検出

主査研究員
堅田昌英

　本研究では、従来のPCR法よりも迅速・簡便・高感度な検出特
性を備えているLAMP法によって、海産白点病の原因となる海産
白点虫Cryptocaryon irritans （クリプトカリオン・イリタンス）を検出
する手法について検討した。その結果、63℃で60分間の反応を
行えば、LAMP法で確実に検出できた。また、当該LAMP法には
反応特異性が認められ、従来のPCR法よりも100倍高い検出感
度を示した。
　本研究で確立したC. irritans （クリプトカリオン・イリタンス）の
LAMP法による検出系は、反応特異性および検出感度ともに問
題なく、海産白点病のモニタリングおよび迅速診断法として実用
可能であると考えられた。

3
アユ資源変動に関
する要因について

研究員
賀集健太

   日高川のアユ遡上数は近年増加傾向であり、2019年は過去
30年間で最も多かった。その要因として、過去の報告から、10月
の龍神日最大降水量及び1月の田辺湾水温に注目し、検討した
結果、2018年度遡上群に影響を与える年度の降水量10年間で
最も多く、田辺湾水温は最も低かったため、現在においても、龍
神の日最大降水量及び田辺湾の水温がアユ資源に影響してい
ると考えられた。また、2018年の遡上稚アユの体長・体重は最も
高い値を示し、海域生活期及び遡上時における成長は良好で
あったと示唆された。

水産試験場成果発表会　発表課題　要約
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    日時     令和2年2月13日（木） 13:30～16:00 
    会場     和歌山県農業試験場（紀の川市貴志川町高尾160）       

 

 
【口頭発表】 
 

 （13：35 ～ 14：50）  
 

 １ 業務用ナバナの有望品種の選定と栽培技術の開発 
                                                                                                         研究員  嶋本旭寿                                                                              
 ２ 業務用キャベツにおける減肥栽培技術の確立  
                                                             主査研究員  橋本真穂 
 ３ 業務用キャベツにおける菌核病の防除対策 
                                                                                                     主査研究員  菱池政志 
 ４  施設栽培コマツナのコナガの緊急防除対策       
                                                         主任研究員  井口雅裕  
 ５ 糖含有珪藻土を用いた土壌還元消毒によるトマト青枯病の防除 
                                                                                                         研究員  林 佑香                                 
 （15：25 ～ 15：55）     
                            

  ６ トルコギキョウの安定育苗技術開発  
                                                                                                      主任研究員 花田裕美 
  ７ 気候変動に適応できるスターチスの安定生産技術開発 

                                                                                                          研究員  金川真実                                                                                                                                  

【ポスター発表】 
 

 （15：00 ～ 15:25）                                         
 

  １ 水稲疎植栽培の特徴について 
                                              主査研究員  岩橋良典 
 
  ２ イチゴ高設栽培におけるCO2施用と日射比例給液システムの開発 
                                              主査研究員   川西孝秀 
 
  ３ キュウリ褐斑病に対する薬剤の残効性 
                                                 研究員  林  佑香 
 
  ４ 成長点局所加温とCO2施用を組み合わせたミニトマト栽培技術 
                                              園芸部長    東  卓弥 
 
  ５ スターチス新品種の育成 
                                              主査研究員  岡本 崇 
  

発表課題 

令和元年度 農業試験場・暖地園芸センター 成果発表会 

お問い合わせ先 ： 和歌山県農業試験場 
  

〒640-0423 紀の川市貴志川町高尾160 TEL：0736-64-2300 FAX：0736-65-2016 
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課題名 発表者名 要約

1
業務用ナバナの有
望品種の選定と栽
培技術の開発

研究員

嶋本旭寿

業務用ナバナの有望品種として、実需期（2月～ひな祭り）に収量が多い‘CR
栄華’と、収量が多く規格外品の発生が少ない‘CR花かんざし’の2品種を選
定した。両品種は収穫時期に数日のズレがあることから、組み合わせて栽培
することで収穫労力の分散が図られると考えられた。また、株間35cmで多収
となることが明らかになった。

2
業務用キャベツにお
ける減肥栽培技術
の確立

主査
研究員

橋本真穂

低コスト栽培が求められる業務用キャベツにおいて、セル内リン酸施肥や定
植前リン酸苗施用によるリン酸減肥栽培について検討したところ、キャベツ定
植前の薬剤潅注時に定植前リン酸苗施用処理を行うことで、本圃での無リン
酸栽培が可能となり、肥料費は約25％削減できた。

3
業務用キャベツにお
ける菌核病の防除
対策

主査
研究員

菱池政志

菌核病の伝染源である子のう胞子の飛散期間はおおむね10月中下旬から12
月上中旬、3月上旬から5月下旬であり、この時期にカンタスドライフロアブ
ル、シグナムＷＤＧ、ファンタジスタ顆粒水和剤等で防除すると高い効果が得
られた。

4
施設栽培コマツナ
のコナガの緊急防
除対策

主任
研究員

井口雅裕

和歌山市の施設栽培コマツナのコナガに対してスピノシン系やアベルメクチン
系など4系統の農薬が有効であった。また、農薬以外の防除方法として、性
フェロモン剤による交信撹乱効果が高いこと、目合い1mmの防虫ネットを展張
すると成虫の侵入防止効果が高いことを明らかにした。

5

糖含有珪藻土を用
いた土壌還元消毒
によるトマト青枯病
の防除

研究員

林　佑香

新規資材である糖含有珪藻土を用いたトマト青枯病に対する土壌還元消毒
は、太陽熱土壌消毒やふすまを用いた土壌還元消毒と同等以上の防除効果
が得られた。

6
トルコギキョウの安
定育苗技術開発

主任
研究員

花田裕美

トルコギキョウは高温時に育苗するとロゼット化して年内に開花しない問題が
起こる。この問題を回避するために種子冷蔵（10℃35日間）と夜間冷房を行
う。夜間冷房の温度は一般的に15℃とされているが、和歌山県では15℃でロ
ゼット株が発生した。そこで、和歌山県に適した夜間冷房温度を検討した結
果、18-20℃で夜間冷房を行うとロゼット株が発生しやすい品種でもロゼット
化しないことを明らかにした。

7
気象変動に適応で
きるスターチスの安
定生産技術開発

研究員

金川真実

スターチスの栽培では、近年燃料費の削減のため冬季無加温や最低1～3℃
程度の低夜温管理が一般的になっているが、気象変動に左右されやすく、計
画的な出荷が困難である。ここでは冬季の安定生産のため、日没後短時間
昇温処理が花茎の抽苔から開花に要する到花日数の短縮に有効であること
を明らかにした。また、到花日数と気温および日射量の関係について解析を
行ったところ、花茎の抽苔時期によって日射量や気温が開花に及ぼす影響の
程度が異なることを明らかにした。

農業試験場・暖地園芸センター成果発表会　発表課題　要約

口頭発表
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課題名 発表者名 要約

1
水稲疎植栽培の特
徴について

主査
研究員

岩橋良典

　 「きぬむすめ」、「ヒノヒカリ」の疎植栽培では、いずれの移植日でも標準栽
培と比較して、ほぼ同等の収量を得た。 「キヌヒカリ」は、、6月21日に移植す
ると穂数が確保できず、収量が減少した。 以上の結果から、 「キヌヒカリ」の
疎植栽培では、移植期を6月下旬とすると穂数の減少による収量低下が懸念
された。

2

イチゴ高設栽培に
おけるCO2施用と日

射比例給液システ
ムの開発

主査
研究員

川西孝秀

イチゴの高設栽培において、収量の増加と糖度の向上が可能なCO2施用技

術を開発した。また、養液の供給は、現在、タイマーで行われているが、日射
によりイチゴの吸水量は大きく異なり、給液の過不足が生じる。そこで、近畿
大学と共同で日射量に比例した自動給液システムの開発に取り組み、給液を
効率化しつつ慣行栽培と同等以上の収量を得られることを明らかにした。

3
キュウリ褐斑病に対
する薬剤の残効性

研究員

林　佑香

キュウリ褐斑病に対する薬剤の残効性を調査した結果、セイビアーフロアブ
ル20、ジマンダイセン水和剤、ベルクート水和剤、オーソサイド水和剤が21日
間の残効期間を示した。

4

成長点局所加温と
CO2施用を組み合

わせたミニトマト栽
培技術

園芸部長

東　卓弥

日高地方の主要品目であるミニトマトの施設栽培の増収と収益性向上のた
め、条間に設置したダクトによる成長点局所加温と、そのダクトを利用したＣＯ

２施用技術について検討した。その結果、加温に必要な燃料が１８％削減し、

品質低下せずに収量が９％増加、収益では１６％の増加が見込めることを明
らかにした。

5
スターチス新品種の
育成

主査
研究員

岡本　崇

　本県のスターチスは、出荷量が全国1位の品目で日高地域を中心に産地が
形成されています。近年燃油価格が高騰する中で、加温コストを削減するた
めの低夜温管理が普及し、需要期である3月までの収量減少が問題となって
います。そこで、低夜温管理栽培においても収量が多い新品種「紀州ファイン
ライラック」、「紀州ファインオーシャン」を育成しました。

ポスター発表
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林業試験場で行っている森林の保護・育成、木材の利用、特用林産物栽培などの研究成果発表会

令和元年度

和歌山県 林業試験場
〒649-2103 西牟婁郡上富田町生馬1504-1

TEL : 0739-47-2468
FAX : 0739-47-4116
E-mail : e0706011@pref.wakayama.lg.jp

参加申込・お問い合わせ先

［主催］和歌山県
［共催］和歌山県林業技術開発推進協議会 ／ 公益財団法人わかやま産業振興財団

参加費は無料。参加をご希望の方は、電話・ＦＡＸ・メールなどで下記まで
お申し込み下さい。（当日、会場受付での参加申し込みも可能です。）
申込内容：氏名、所属（勤務先など）

【日 時】： 令和２年２月１４日(金) １３：3０～１６：0０

【会 場】： 上富田文化会館 ２階 小ホール（西牟婁郡上富田町朝来７５８－１）

林業試験場

上富田町役場

上富田文化会館

１．クマノザクラの特徴と増殖技術の検討

２．外来害虫クビアカツヤカミキリは山の木を

加害するか？

３．スギ大径材の有効活用

４．サカキ等花木の新たな病害虫の防除

５．栽培・加工に向くイタドリの選抜と商品開発

口頭発表

○14時45分～15時15分の間、研究員がポスター近くに待機して、質問等に対応します。

【ポスター展示場所】 ： 研修室１・２（上富田文化会館 ２階）

【発表内容】 ： ◇森林保護・育成関係 ◇木材利用関係 ◇特用林産関係

※研究ポスター・資料等につきましては、本成果発表会終了時まで展示していますので、

ご自由にご覧ください。

ポスター発表

写真

研究員 的場 彬通

主任研究員 法眼 利幸

主任研究員 坂本 淳

主任研究員 田中 作治

主査研究員 杉本 小夜
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課題名 発表者名 要約

1
クマノザクラの特徴
と増殖技術の検討

研究員

的場　彬通

　クマノザクラはバラ科サクラ属の樹木で2018年に新種に登録された野生種
である。クマノザクラの増殖方法を検討するため、挿し木時期や母樹毎による
発根等の特性を調査した。
　挿し木増殖する際には発根しやすい母樹を選び、７月に挿し木を行い隔日
潅水することで発根率を高められると考えられた。

2
外来害虫クビアカツ
ヤカミキリは山の木
を加害するか？

主任
研究員

法眼　利幸

　山地性バラ科16樹種の細枝（切枝）にクビアカツヤカミキリ孵化幼虫を接種
し、41日後の生存と発育状況から寄主適性について評価した。接種幼虫の生
存率および生存幼虫の体重（生重）から、クビアカツヤカミキリの孵化幼虫
は、日本の山地性バラ科樹木において穿孔・摂食して生存し続ける可能性が
ある。
　試験に用いたサクラ属樹種は、ほぼクビアカツヤカミリ幼虫の寄主としての
適合性があると考えられる。ただし、幼虫の発育と産卵時の選好性は異なる
と考えられるため、クビアカツヤカミキリの生立木に対する産卵成虫選好性の
解明が必要である。

3
スギ大径材の有効
活用

主任
研究員

坂本　淳

　スギの心去り材（原木の材心部の髄を外す木取りで、今回は平角の２丁取
り）の曲げ破壊試験に取り組んだ。
　製材品（10.5×15×300cm、25本）は生材（平均含水率（以下、含水率）
74.1%)から目標含水率の15％以下まで乾燥しながら打撃音法による強度測
定を行い、最後に曲げ破壊強度試験を行った結果、静的ヤング係数は平均
値7.1 KN/mm2で機械等級区分E70の基準強度29.4N/mm2に対し平均強度
40.4 N/mm2と大きく上回った。
　静的ヤング係数と曲げ破壊強度には相関が見られ、本県の心持ち平角の
データの相関と同様の傾向を有していることが示唆された。
　今後、継続して試験を行い、強度特性の更なる解明に努める。
　※ヤング係数：材料の変形のしにくさを表す係数
　　　機械等級区分：ヤング係数の強度区分で高い値ほど強度が高い

4
サカキ等花木の新
たな病害虫の防除

主任
研究員

田中　作治

　本県のサカキ、ヒサカキ、コウヤマキ等花木類は全国有数の生産量を誇る
が、新たな病害虫が発生し、大きな問題となっている。特にサカキの成葉に白
点被害が発生する新種ヨコバイ（以下、ヨコバイ）による被害は県内全域に及
び産地の維持が懸念されている。
　防除対策の確立に向け、農薬登録へ向けた薬剤の効果試験、防除適期の
検証試験、薬剤使用を前提としたサカキの施業技術試験等を行った結果、薬
剤効果試験ではMEP乳剤及びシペルメトリン乳剤の効果を確認した。防除適
期試験、施業技術試験は、継続して試験を実施中である。
　また、花木類の新たな病害虫の被害実態調査も森林総合研究所関西支所
と連携して実施中である。

5
栽培・加工に向くイ
タドリの選抜と商品
開発

主査
研究員

杉本　小夜

　山菜イタドリについて、栽培や加工に向く優良系統の選抜を行うとともに、県
工業技術センターおよび地域生産者と共同研究により、機能性成分の分析と
商品の開発を行った。
　優良系統選抜については、県内で収集したイタドリ17系統について、収量調
査等を行い、太い若芽が発生し、収穫量が多く、皮が剥きやすい系統を選抜
し、組織培養による増殖を行った。
　機能性成分分析では、通常食用にしている皮を剥いた若芽より、花、葉、
皮、若芽の先などにポリフェノールが多く含まれていることがわかり、それらを
活用したお茶などの商品開発を行った。

林業試験場成果発表会　発表課題　要約

－7－



成果発表会（13:30-16:00）

１）カンキツ類の機能性に関する知見と育種

について 岩倉研究員

２）中晩柑「はるき」および晩生ウンシュウ

ミカン「植美」の育成について 田嶋主査研究員

３）緑かび病に対する各種薬剤の耐雨性と残

効期間について 武田副主査研究員

４）ウンシュウミカン園におけるドローン活

用の試みについて 熊本主査研究員

令和元年度

果樹試験場ミカンとふれあいデー・成果発表会

開催日：令和2年2月18日（火）

場 所：和歌山県果樹試験場（有田川町奥751-1）

主催：和歌山県 お問い合わせ先：和歌山県果樹試験場
〒643-0022 有田川町奥751-1 TEL：0737-52-4320

FAX：0737-53-2037

＊ミカンとふれあいデー、成果発表会ともに事前申込みは不要です。

ご自由に参加下さい。

ミカンとふれあいデー（10:00-16:00）

・ミカン栽培基礎講座 （10:30～11:15）

ミカンの栽培方法、病気と害虫、鳥獣害対策

・場内見学・案内（11:30～12:00）

・ミカン新品種などの試食（随時）

・栽培方法、病害虫の防除など相談（随時）

・鳥獣害対策の展示、相談（随時）

・土壌分析コーナー（随時）

お持ちいただいた園地土壌のpH、ECを測ります
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課題名 発表者名 要約

1
カンキツ類の機能性に
関する知見と育種につ
いて

研究員
岩倉　拓哉

カンキツに含まれる機能性成分量の調査を行ったところ、β-クリプトキサン
チンおよびヘスペリジン含量は‘南津海’で最も多く、ナリルチン含量は‘黄
金柑’で最も多かった。これらを育種親に用いることで、高機能性カンキツ育
成の可能性が高まる。

2

中晩柑‘はるき’および
晩生ウンシュウミカン
‘植美’の育成につい
て

主査研究員
田嶋　皓

交雑育種により、食味が良く3月に成熟する中晩柑‘はるき’を育成し、2019
年3月に品種登録出願公表となった。また、枝変わり探索により浮皮が少な
く栽培性に優れる晩生ウンシュウミカン‘植美’を育成し、2017年8月に品種
登録出願公表となった。

3
緑かび病に対する各
種薬剤の耐雨性と残
効期間について

副主査研究
員

武田知明

ウンシュウミカンの主要な果実腐敗病である緑かび病に対して、ベノミル水
和剤とイミノクタジン酢酸塩液剤の混用散布は高い耐雨性と残効性を示した
ことから、多雨時の防除薬剤として効果が期待できる。

4
ウンシュウミカン園にお
けるドローン活用の試
み

主査研究員
熊本昌平

ウンシュウミカン傾斜地園におけるドローンによる黒点病の防除効果は認め
られるが、年次間に差がみられ、散布むらによる影響が考えられた。ドロー
ンでの薬剤散布に要する時間は手散布に比べて大幅に短縮された。また、
ドローンを用いた圃場の撮影画像の解析により生育状況を把握することは
困難であると思われた。

果樹試験場成果発表会　発表課題　要約
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発表当日はうめ研究所成果情報第13号を配布します。

参加費は無料です。

うめ研究所や関係機関の研究成果、現地技術情報を生産者の皆様に分かりやすくお伝えします。

令和元年度

和歌山県果樹試験場うめ研究所

〒645-0021 和歌山県日高郡みなべ町東本庄1416-7

TEL : 0739-74-3780
FAX : 0739-74-3790

お問い合わせ先

主催
紀州うめ研究協議会（ウメ生産者・市町・ＪＡ・県機関で構成する技術開発の支援機関：会長：箱木英樹）

日 時：令和元年２月２８日（金） １３：3０～１６：0０
場 所：ホテル＆リゾーツ和歌山みなべ （みなべ町山内３４８番地）

（１）南高梅梅干しによるマウス腸内細菌フローラ調節と脂質代謝改善効果

近畿大学 教授 芦田 久

（２）ウメ「南高」のカットバックおよび摘心処理による青梅生産性の向上

うめ研究所 主査研究員 城村 徳明

（３）ウメにおける潮風被害の影響軽減対策について

うめ研究所 研究員 下村 友季子

（４）ウメ新品種「星秀」の育成

うめ研究所 副主査研究員 沼口 孝司

（５）今後注意すべきウメの害虫について

うめ研究所 研究員 江畑 真美

（６）スマート農業技術の実証の取組について
うめ研究所 主任研究員 大江 孝明

（７）クビアカツヤカミキリの侵入防止の取組について
日高振興局農業水産振興課 主任 橘 実

発表内容
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課題名 発表者名 要約

1

南高梅梅干しによ
るマウス腸内細菌
フローラ調節と脂質
代謝改善効果

近畿大学

教授

芦田　久

梅干しの腸内細菌フローラと脂質代謝への影響を評価するために、高脂肪食で肥満を誘導したマ
ウスに対して南高梅梅干し乾燥粉末の経口投与試験を実施した。その結果、梅干し投与群には
体重増加の抑制傾向、血清中性脂肪の低下傾向、高脂肪食により誘導された肥満型の腸内細
菌フローラの改善傾向が認められた。

2

ウメ「南高」のカット
バックおよび摘心処
理による青梅生産
性の向上

主査
研究員

城村　徳明

近年、「南高」青梅生産は市場からの要望量を十分供給できていない状況にある。そこで、省力樹
形に改造できるカットバック処理と、処理に伴う収量低下の補完を目的に摘心処理を追加し、省力
かつ慣行栽培と同程度の収量が得られる栽培方法を検討した。カットバック＋摘心処理区におい
て、1樹あたり収量は翌年より減少せず処理3年目では処理前の240％となった。また、主要管理
にかかる作業時間は慣行の63％となった。このことから、カットバックに摘心処理を組み合わせる
と収量が増加し管理作業時間が短縮することが確認された。

3
ウメにおける潮風被
害の影響軽減対策
について

研究員

下村　友季
子

2018年8月下旬～9月にかけて、立て続けに台風が来襲し甚大な被害が発生した。そこで、被害を
受けたみなべ町の沿岸部ウメ園地において、潮風被害程度別に翌年の樹体への影響を調査する
とともに被害樹を回復させる秋季の施肥管理法について現地試験を実施した。潮風害を受けやす
い沿岸部では、防風樹に近いほど被害が軽減され、被害程度が小さいほど収量等の影響が少な
いことから、防風対策を施すことが重要と考えられる。また、潮風被害樹に即効性窒素資材の尿
素を500倍で樹体および株元に散布すると、花芽の枯死や不完全花の発生を抑制する可能性が
示唆された。元肥無施用では翌年の収量が少なくなる傾向が見られたため、潮風の影響で落葉し
ていても元肥の施用が必要であることが明らかとなった。

4
ウメ新品種「星秀」
の育成

副主査
研究員

沼口　孝司

ウメの黒星病は現在のところ薬剤散布なしでは防除が困難な病害のひとつであり、抵抗性品種の
育成が課題となっている。うめ研究所では「南高」×「剣先」の交雑により得られた後代から、黒星
病に強い抵抗性を示し、かつ果実品質に優れる個体を選抜し、「星秀」として品種登録出願を行っ
たので紹介する。本品種は黒星病抵抗性ならびに自家和合性を有する他、開花期が「南高」とほ
ぼ同時期で、果実重が「NK14」よりやや大きくなる等優良な形質をもつ。樹勢に問題はなく、短果
枝の着生が多いため、栽培しやすい品種である。

5
今後注意すべきウ
メの害虫について

研究員

江畑　真美

防除が困難とされるコスカシバやキクイムシについての試験結果および近年和歌山県内で発生
が確認されたヒメヨコバイやクビアカツヤカミキリについての情報提供を行う。コスカシバについて
は、交信かく乱剤を現地ほ場に設置すると被害が減少することを確認した。キクイムシについて
は、アルコールを灌水した樹のみ成虫が樹幹および枝に侵入し、繁殖することが明らかになり、キ
クイムシの侵入繁殖には樹体内にアルコールが含まれていることが必要であることが確認され
た。

6
スマート農業技術
の実証の取組につ
いて

主任
研究員

大江　孝明

国の新規事業「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」を活用し、みなべ町のウメ専作農家
および上富田町のウメとミカンの複合経営農家において今年度から2年間、スマート農機を導入し
た作業体系の実証を行う。今回は、リモコン式自走草刈機、自動かん水装置、リモコン式自走運
搬車、パワーアシストスーツ、農薬散布用ドローンといったスマート農機の特徴や実証試験の様子
を紹介するとともに、これまでに得られた実証データ、果樹園への導入に向けた農機の改良の進
捗等について報告する。

7
クビアカツヤカミキ
リの侵入防止の取
組について

日高振興
局農業水
産振興課

主任

橘　実

梅や桜、桃などのバラ科樹木を食害する特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の生息が国内各地
で確認されており、農地、森林、公園、河川敷等で繁殖・拡大が懸念されている。令和元年６月、
日高振興局農業水産振興課が事務局となり、管内各市町、ＪＡ、県農作物病害虫防除所、日高振
興局関係課を構成員とした「日高地方クビアカツヤカミキリ連絡協議会」を設置し、迅速な情報共
有体制を構築するとともに、広域での発生確認調査（８４か所、５～８月）を実施した。また、生産
者に対して啓発チラシを配布し注意喚起に取り組んでいる。

ウメ研究成果発表会　発表課題　要約

－11－


