記 者 発 表
平成３１年３月２６日

農林水産業競争力アップ技術開発

平成３１年度新規研究テーマを決定しました
農林水産業競争力アップ技術開発事業は、生産者の所得向上や地域の活性化につな
がる新品種・新技術の開発を加速化するため、平成２４年度から実施しています。
平成３１年度新規研究テーマについて、生産者団体をはじめ、広く県民の皆様から募集し
たところ、１５８件の提案があり、学識経験者等の評価をいただいたうえ、平成３１年度から
取り組む研究テーマ１０件を決定しました。
○新規研究テーマ予算 19,000千円
○提案内容 ・提案者

生産者団体 56

行政関係 43

研究テーマ（実施試験場名）

砂地圃場における高品質ショウガ生産技術の開発
（
（農業試験場 TEL：0736-64-2300）

試験場 28

個人･企業等 31

研究のポイント

写 真

種ショウガの安定供給とハウス新ショウガの効率生
産を目指した砂地圃場におけるショウガ生産技術を
） 確立する。
・種ショウガ及び高品質新ショウガ生産に向けた効
率的な施肥技術の確立

冬季スプレーギクをボリュームアップする生長制御
技術の開発
（農業試験場 TEL：0736-64-2300）

冬季作のスプレーギクにおける切り花ボリューム
アップを目指した高品質生産技術を開発する。
・光照射による切り花品質向上技術の開発
・新規電照法に基づく栽培技術体系の最適化

無加温ハウスで栽培可能な新規切り花の省力据
置栽培技術と鮮度保持技術の確立
（暖地園芸センター TEL：0738-23-4005）
（共同研究機関：農業試験場）

新たな切り花品目における省力据置栽培技術と鮮
度保持技術を確立する。
・ジンジー、アルメリアの省力据置栽培技術の確立
・アルメリアの鮮度保持技術の確立

捕獲困難な個体を生み出さない効率的なシカ捕獲
技術の開発
（果樹試験場 TEL：0737-52-4320）
（共同研究機関：林業試験場）

捕獲困難なシカを生み出さない新たな囲いワナの
開発と効率的な捕獲地点を解明する。
・GPS首輪を用いたシカの行動調査
・新規囲いワナの開発と捕獲効果の検証

県オリジナルカキ新品種「紀州てまり」の産地形成
に関する技術開発
（かき･もも研究所 TEL：0736-73-2274）

新品種「紀州てまり」における”へたすき果”の発生
対策及び接ぎ木更新後における管理作業の省力化
を図る技術を開発する。
・「紀州てまり」のてたすき果対策技術の開発
・接ぎ木更新による省力樹形の開発

モモせん孔細菌病に対する防除技術の開発
（かき･もも研究所 TEL：0736-73-2274）

ももの難防除病害である「モモせん孔細菌病」に対
する防除技術を開発する。
・品種別の発生実態把握と多発要因の検討
・伝染源除去技術の開発
・生育期の薬剤防除技術の開発

研究テーマ（実施試験場名）

研究のポイント

和歌山県産霜降り豚肉・イノブタ肉の肉質安定化
技術の開発
（畜産試験場 TEL：0739-55-2430）

和歌山県産豚肉・イノブタ肉の肉質安定と脂肪質向
上を目指した霜降り豚肉生産技術を開発する。
・アミノ酸のバラツキを抑えた肉質安定化技術の開
発
・県産副産物飼料（エコフィード）の機能性評価

新種クマノザクラの保全と活用に向けた大量増殖
及び更新技術の開発
（林業試験場 TEL：0739-47-2468）

新種「クマノザクラ」の保全と活用を目指したクロー
ン増殖技術の確立とサクラ類植栽地における更新
技術を開発する。
・挿し木等による効率的なクローン増殖技術の確立
・サクラ植栽地における連作障害対策技術の開発

餌料仔魚を給餌しないスマ種苗生産技術の開発
（水産試験場 TEL：0735-62-0940）

種苗生産時における初期餌料の栄養強化方法を見
直し、餌料仔魚を与えないスマ種苗生産技術を開発
する。
・餌料仔魚を給餌しないスマの種苗生産試験
・健苗性評価試験

抗菌剤を使用しないアユ冷水病防除技術の開発
～早期実用化への試み～
（水産試験場 TEL：0735-62-0940）

早期の実用化に向けて、アユ冷水病における防除
対策技術とワクチンを開発する。
・ワクチン効果試験
・除菌技術の検討と野外における除菌効果の検証

（参考）継続研究について
過年度からの継続研究については、
農林水産業競争力アップ技術開発 ２１件 （資料）
これらの研究成果を活用して農林水産業の振興や生産者の所得向上を図ってまいります。

問い合わせ先
研究推進室 西森、大谷
TEL 073-441-2995 FAX 073-433-3024

資料

（参考）
農林水産業競争力アップ技術開発 継続課題一覧
研究テーマ（実施試験場名）
業務用野菜キャベツ・ハクサイ・ナバナの安定生産
技術開発
（農業試験場 TEL0736-64-2300）
施設栽培コマツナの重要害虫コナガの緊急防除
対策
（農業試験場 TEL0736-64-2300）
キヌサヤエンドウのハナアザミウマ防除対策
（農業試験場 TEL：0736-64-2300）
気候変動に適応したスターチスの安定生産技術
開発

研究期間

研究のポイント

・業務用野菜の低コスト安定多収生産技術の開発
キャベツ：低コスト多収生産技術
H29～H31
ハクサイ：生理障害抑制技術
ナ バ ナ：多収・良食味品種の選定と栽培技術
・被害実態と有効農薬の探索
H29～H31 ・性フェロモン剤や物理的手法を利用した総合的
な防除技術の確立
サヤエンドウのガク枯れや白ぶくれ症状の原因となる
ハナアザミウマの効率的な防除方法を確立する。
H30～H32
・薬剤防除技術の確立
・マルチなど資材を活用した防除技術の開発
H29～H31

・夏季の高温対策技術の確立
・冬季の効率・効果的な温度管理技術の確立

H29～H31

・和歌山県の気象条件に対応した育苗管理技術
の開発
・優良苗生産マニュアルの作成

（暖地園芸センター TEL0738-23-4005）
トルコギキョウの安定育苗技術の開発
（暖地園芸センター TEL0738-23-4005）
ドローンを活用した傾斜地かんきつ栽培の省力化
技術開発
（果樹試験場 TEL0737-52-4320）
収穫期に温州みかんを加害するアザミウマ類の
緊急防除対策

・空撮画像を利用したかんきつ園地栽培管理技術
H29～H31 ・傾斜園地での農薬散布用ドローン活用による軽
労化技術

H29～H31

（果樹試験場 TEL0737-52-4320）
県オリジナルウンシュウミカン「きゅうき」の高品質
安定生産技術の開発
（果樹試験場 TEL：0737-52-4320）
良食味で年内収穫可能なカンキツ「津之望」の少核化
安定生産と品質保持に関する技術開発
（果樹試験場 TEL：0737-52-4320）
もも寄生シロカイガラムシ類の効率的防除法の
開発
（かき･もも研究所 TEL0736-73-2274）

新品種「さくひめ」による県内早生桃のブランド向上
（かき･もも研究所 TEL：0736-73-2274）

・かんきつ園地におけるアザミウマ類の発生メカニ
ズムの解明
・高精度な予測に基づく効率的な防除法の確立

高品質ミカン「きゅうき」の普及に向け、品種特性にあっ
た栽培技術を確立する。
H29～H31
・品質向上のための栽培条件の解明
・結実管理と肥培管理による安定生産技術の確立
「津之望」は食味が良く注目されているが、核が多いと
いう欠点があるのでその対策技術を確立する。
H29～H31
・簡易なネット被覆による少核化技術の確立
・出荷期間の延長を可能にする簡易貯蔵法の開発

H29～H31

・シロカイガラムシ類の高精度な発生予察技術の
開発
・効果的な薬剤防除体系の構築

6月下旬収穫で、核割れが少なく普及が期待される「さく
ひめ」（農研機構育成）の品種特性にあった栽培技術を
H30～H32 確立する。
・大玉果高品質生産技術の開発
・凍害耐性の解明と凍害対策技術の開発

研究テーマ（実施試験場名）

研究期間

ごじろ

うめ「古城」収量倍増技術の開発

研究のポイント

H29～H31

・うめ早生品種「古城」の着果安定技術の開発
・ヤニ果の少ない大玉果生産技術の開発

H29～H31

・幼木期の施肥・枝梢管理、大苗育苗技術の開発
・「露茜」に適した防除体系を構築

（うめ研究所 TEL0739-74-3780）
つゆあかね

うめ「露茜」の安定生産・供給のための苗木管理法
および防除指針の開発
（うめ研究所 TEL0739-74-3780）

ウメ「南高」の低樹高化技術(カットバック)確立による
青梅生産性の向上
（うめ研究所 TEL：0739-74-3780）

高樹高化したウメを一定の高さでカットし、低樹高にし
て省力化を図るとともに、低樹高にしても収量を低下さ
H30～H32
せない技術を確立する。
・カットバックと摘心処理による低樹高化技術の確立

子牛の段階から遺伝子情報によりその能力を推定する
肉用牛ゲノミック評価と受精卵移植を活用した熊野牛
ゲノミック評価を活用しより早期に県内牛を高能力化す
の高能力後継牛作出効率化
H30～H32 る技術を開発する。
（畜産試験場 TEL：0739-55-2430）
・「熊野牛」におけるゲノミック評価の検証
・フィールドでの受精卵凍結保存技術の確立

絶滅危惧日本鶏「龍神地鶏」を基にした新たな「紀州
龍神地鶏」の開発
（養鶏研究所 TEL：0738-54-0144）

“地域の稼ぐ力を生む”イタドリの増殖と機能性成分
活用に係る研究開発
（林業試験場 TEL0739-47-2468）

龍神地鶏と生産性の高い商用品種との交配により、龍
神地鶏の血を引く新たな商用地鶏ブランドを創出する。
H30～H32
・交配による新たな卵・肉用の商用地鶏種開発
・希少な龍神地鶏の継続的な保存への寄与

・イタドリ優良系統選抜と効率的育苗技術の開発
H29～H31 ・イタドリの機能性成分の分析と有効活用技術の
開発

県産未利用広葉樹（シイ）の建築資材等への利用
拡大のための技術開発
（林業試験場 TEL：0739-47-2468）

主要広葉樹のシイは材質が堅くフローリング材としての
ニーズがあり、これを実用化するための乾燥技術を確
H30～H32 立する。
・「割れ」等が発生しないシイの乾燥技術の確立
・曲がり、耐朽性など加工に向けた材質の解明

サカキを加害する新種ヨコバイの防除体系の確立
（林業試験場 TEL：0739-47-2468）

近年サカキにヨコバイの吸汁により無数の白点が発生
する被害が多発しており、この対策技術を確立する。
H30～H32
・薬剤防除効果の検証
・防除適期の解明と防除指針の策定

シロアマダイの種苗生産技術の開発
（水産試験場 TEL：0735-62-0940）
天然ヒジキ増産に向けたヒジキ移植技術の開発
～人工種苗を用いた早期移植の試み～
（水産試験場 TEL：0735-62-0940）
合計 ２１課題

高級魚であるシロアマダイの種苗放流による漁獲量の
増大を図るため、種苗生産技術を開発する。
H30～H32
・ふ化後の給餌方法（餌の種類等）の確立
・夏季の飼育に適した水温条件の解明
これまでに開発した人工種苗ヒジキを安定して磯に移
植・増殖するための技術を開発する。
H30～H32
・雑海草の繁茂を防ぐ早期移植技術の開発
・ヒジキの生育に好適な環境の解明

試験場所名

農業試験場

テーマ名

砂地圃場における高品質ショウガ生産技術の開発
和歌山県のショウガ生産の課題

①高品質種ショウガを低価格で安定供給してほしい

水田転換畑を利用した種ショウガ生産技術の開発
（H28～H30競争力アップ事業）
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自給率向上のため水田転換畑だけでなく露地
砂地圃場でも種ショウガ生産を行いたい！

種ショウガの購入先

基礎的な栽培技術や病害虫防除に関しては既存の
技術が活用可能だが･･･
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今後水田転換畑5haへの生産拡大が見込まれるが
それでも供給量は不足･･･
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種ショウガの安定確保のため県内水田転換畑に
おいて生産力の高い種ショウガ生産技術を確立
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100

不作により種ショウガ価格高騰
必要量を確保できない恐れも･･･？

土質は同じだが
生産目的が異なる

0
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
種ショウガ価格の推移

施肥技術については既存
の技術をそのまま導入する
ことは難しい

露地砂地
圃場

水田
転換畑
同じ種ショウガ生産
だが土質が異なる

②ハウス新ショウガ栽培でのより効率的な施肥技術を検討してほしい
県内でのハウス新ショウガの施肥に関する研究はおよそ20年前･･･
当時とはショウガの系統も変わり、新しい肥料も開発されている
研究概要
露地砂地圃場
種ショウガ栽培技術の
確立（目標収量4t/10a）

• 栽植密度の検討（2019～2020）
• 施肥量の検討（2019～2020）
• 効率的施肥法の検討（2020～2021）
試験は主にJAわかやま管内河西地区の
現地栽培圃場で実施

ハウス砂地圃場
新ショウガの効率的施
肥技術の確立

• 養分動態の把握（2019～2020）
• 種ショウガ生産性試験（2020～2021）
• 効率的な施肥法の検討（2020～2021）

マニュアル
作成
（2021）

JAわかや
ま、海草振
興局を通じ
て普及
露地砂地
圃場3ha、
ハウス砂地
圃場15ha

期待される効果

産地の信頼性・競争力向上
施肥改善による生産効率向上

種ショウガの安定供給による

生産コスト削減による

新ショウガの生産安定

農家所得向上

試験場所名

和歌山県農業試験場

テーマ名

冬季スプレーギクをボリュームアップする生長制御技術の開発

研究背景

スプレーギク
スターチスに次ぐ和歌山県の主要花き
新品種の育成、 高品質生産技術の開発
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取引市場でのシェア(%)

春季
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予備試験におい
て効果アリ！

冬季
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ボリューム
のある輸入品
との競争力
低下

新規光源により光で生
育、開花を制御し、
冬季の切り花を
ボリュームアップ！！

28.8 和歌山県
13.8
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多様な光源
の登場
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80

白熱
ＬＥＤ
電球

より生産振興を図る

しかし、
100

無処理

H19

H29

研究概要

暗期中断終了後の光照射による
切り花品質向上技術の開発

新規電照法に基づく
栽培技術体系の最適化

H31

○有効な光質(光源の種類)の検討

有望な新規光源を
用いた光照射

H32

○照射時間、時間帯の検討
○光強度の検討

○初期生育への新規光源の影響
○初期生育の異なる条件での光照射効果

H33

○光照射技術の効果実証

○他の生育促進処理(植物成長調整剤処理
等)と光照射との相乗効果

県スプレーマム研究会、各振興
局を通じて生産者に成果を発信

ボリュームアップのための
光照射技術マニュアル
目標/効果
○冬季作の出荷数量に占める2L階級品の割合約20%↑

階級別比率(%)
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現状

目標

10aあたり224,000円の所得↑
冬季作の販売額10%↑

高品質切り花の周年供給
により競争力ある産地に！

1年目

鮮度保持の
必要性

①「シンジー」と「アルメリア」の省力据置栽培
技術の確立
② 「アルメリア」の最適収穫時期と鮮度保持
技術の確立
③現地実証と栽培マニュアルおよび経営試算の作成

スケジュール

「シルバー」：「シヌアータ」には無い花色、収穫本数が多い
「ディープラベンダー」：「シヌアータ」と類似した草姿、花房

シンジー
シンジーディープラベンダー
（L.perezii×L.sinuatum

シンジーシルバー

2年目

3年目

水で１週間

白、薄ピンク、赤、濃いピン
ク、ショッキングピンク
開花数日後
・アレンジ向き

・無加温栽培が可能
・花色が豊富

「アルメリア」

●基礎研究（H28-30 )で有望品種を選抜 （「アルメリア」、「シンジー」）
【特徴】 収量が多い、病気になりにくい

＜和歌山県花き振興計画＞
・新規品目の導入や省力化を推進
・多様な流通販売への対応として鮮度保持を促進

・生育・開花が気象条件に左右されやすく、需要期に十分な出荷量を
確保できないことがある。

・生産量が増加

＜現状＞
・「スターチス・シヌアータ」
出荷本数 4,200万本（H17） → 6,200万本（H29）
冬季無加温栽培が定着
販売単価は１０年間ほぼ横ばい（価格４０円台／本）
＜問題点＞

現状・問題点

技術と鮮度保持技術の確立

試験場所名（ 農業試験場暖地園芸センター・農業試験場 ）

）

⑤新規品目導入による産地の活性化

④苗購入費用の低コスト化 （３年収穫で苗代が「シヌアータ」の40％削減）
→ １年当たり４０万円/10ａのコストダウン

③スターチス・シヌアータの面積分散 （目標：事業終了後5年で5haを他品目）
→ 「シヌアータ」以外の選択肢が増える

②収穫時期の延長 （「シンジー」 年内～8月、「アルメリア」年内～6月
→ 労力の分散、「シヌアータ」以外からの収入増加

①株の片付けと植え付け準備、定植等の労働時間の削減
→ 全体労働時間の１５％削減

期待される効果

③現場実証と栽培マニュアルおよび経営試算の作成 （暖地園芸センター）

（暖地園芸センター）

②「アルメリア」鮮度保持技術の確立
・最適収穫時期と安定した鮮度保持処理技術の開発

（暖地園芸センター、農業試験場環境部）

①「シンジー」と「アルメリア」の省力据置栽培技術の確立
・複数年据置栽培に適した栽培管理技術と施肥管理技術の開発

研究内容・方法

スターチスと同じ無加温ハウスで栽培できる「シンジー」と「アルメ
リア」の省力栽培（複数年据置栽培）技術の確立と「アルメリア」の
最適収穫時期や鮮度保持技術を確立する

目 的

研究テーマ：無加温ハウスで栽培可能な新規切り花の省力据置栽培

容易に捕れるが、高価
維持管理に専門的知識が必要

安価だが、高度な技術が必要で
初心者には捕獲が困難

ｾﾝｻｰ

引き糸

・林地に適した効率的捕獲技術の確立

・農地での効率的捕獲技術の確立

・新規囲いワナによる捕獲効果の検証

・新規囲いワナの開発

・シカの行動分析による捕獲場所の解明

スケジュール
H31

H32

H33

２）新規囲いワナによる捕獲試験 （果樹試験場 予備試験 2018）
新規囲いワナの試作機による捕獲試験にて、通常捕獲よりも短い2週間で3頭を捕獲する
ことができた。また、試作機に侵入したシカは、暴れる事もなく、周囲のシカも平常で
あった。

１）四国4 県連携事業囲いわな制作マニュアル(野生鳥獣対策四国連携協議会 2010)
囲いワナの誤作動や破壊などによる獲り逃しは、シカのワナに対する警戒心を高め、
捕獲困難な個体（スマートディア）を生み出すことになる。

これまでの成果

→捕獲困難な個体を生み出さない、効率的な捕獲技術の開発が急務

囲いワナ
【捕獲方法】

〇狩猟初心者における囲いワナ導入のジレンマ。

○囲いワナ周辺のシカが、捕獲時の扉の落下音に驚き、 ワナに対する警戒
心を高め、捕獲困難な個体（スマートディア）になる。

〇本県では、農林地において、ニホンジカ（以下シカ）の被害が許容できる適切
な密度維持に向けて、捕獲と防護柵による総合的な対策を進めている。

現状・問題点

試験場所名（果樹試験場・林業試験場）

新規囲いワナを用いた捕獲技術を活用して、シカの適切な密度を維持し、農地およ
び林地の被害を減少させることで農林業の振興が期待できる。

期待される効果

３）新規囲いワナを活用した効率的捕獲技術の開発
（１）農地での効率的捕獲技術の開発（果樹試験場）
・行動調査に基づき、農地近辺での通年捕獲が可能となる技術
の確立
（２）林地に適した効率的捕獲技術の開発（林業試験場）
・傾斜地における設置性や可搬性等を考慮した改良を行い、
林地での捕獲技術の確立

２）新規囲いワナの開発と捕獲効果の検証（果樹試験場、林業試験場）
（１）新規囲いワナの開発
・捕獲時に大きな音がせず、周囲のシカを驚かせないワナの開発
・捕獲効率のよいワナの大きさ、素材、入口の位置等を解明
（２）新規囲いワナによる捕獲効果の検証
・捕獲個体の性別および体の大きさと切歯による齢査定
・センサーカメラによるシカの警戒心の変化や馴化状況等の検証

１）シカの行動分析による捕獲場所の解明（果樹試験場）
・行動の季節性を分析し、効率的な捕獲のための捕獲場所を解明

研究内容・方法

シカの行動に基づき、捕獲適地の解明と新規囲いワナの開発を行い、捕獲困難
な個体を生み出すことなく、通年捕獲する技術を開発する。

目 的

研究テーマ ：捕獲困難な個体を生み出さない効率的なシカ捕獲技術の開発

①へたすき果対策技術の開発
②接ぎ木更新による省力樹形の開発
③栽培マニュアルの作成

スケジュール
H31

H32

H33

○カキ新品種「紀州てまり」が平成29年6月に出願公表
（出願番号第31942号）された。（かき・もも研究所）
○「紀州てまり」は早期の生理落果が少ないため受粉樹
は不要で、収穫は果頂部カラーチャート値5～6が適する。
（かき・もも研究所）
○「刀根早生」の主幹切断による早期の樹形改造技術に 図2．カキ新品種「紀州てまり」
より、収穫時間13～18％削減（かき・もも研究所）

これまでの成果

図1．「紀州てまり」に発生したへたすき

【「紀州てまり」普及に向けた課題】
①年により商品性を損うへたすきが10％程度発生
②接ぎ木更新後の管理作業の省力化

県オリジナルの甘ガキ新品種「紀州てまり」を育成
県内527戸の生産者が導入（2019年2月現在）

【現状】 和歌山県のカキ生産量は47,500ｔ（H29）で日本一
○和歌山県果樹農業振興計画書
「刀根早生」偏重の品種構成見直し ⇒ 「大玉で食味が良い県オリジナル
甘ガキの開発・導入」

現状・問題点

試験場所名（かき・もも研究所）

・県産カキのブランド力向上および品種分散による既存品種の価格維持

・栽培面積100ha、生産額約7億円への到達

○紀州てまりの早期産地化

○県内527戸の生産者への技術導入

期待される効果

③栽培マニュアル作成

②接ぎ木更新による省力樹形の開発
接ぎ木方法の違い（側枝への接ぎ木、主枝・亜主枝への接ぎ木）が作
業性および収量性に及ぼす影響を検討

①へたすき果対策技術の開発
・葉果比および摘果時期による着果管理方法の違いがへたすき果の
発生、果実品質に及ぼす影響を検討
・県内カキ産地高接ぎ樹におけるへたすき果発生の地域間差を検討
（協力機関：伊都振興局、和歌山県柿研究協議会）

研究内容・方法

○へたすき果対策技術の開発
○接ぎ木更新による省力樹形の開発
○栽培マニュアルの作成

目 的

研究テーマ ：県オリジナルカキ新品種「紀州てまり」の産地形成に関する技術開発

試験場所名 果樹試験場かき・もも研究所
テーマ名

モモせん孔細菌病に対する防除技術の開発

○現状、背景、問題点
モモせん孔細菌病は、最も防除対策が望まれる病害である。H30年は4月から発生が多く、発病枝の発生園
率90％（平年9％）、発病枝率4.5％（平年0.3％）であった（図１）。 ７月の発生園率は葉・果実ともに100％で、多
発により収量が大幅に減少した。本病害は、強風雨で多発する病害であり、H29年10月の連続降雨と台風襲来
および４月中旬～５月中旬の累積降水量が平年に比べ多かった点が多発に影響したと考えられる（図２）。今後
も気象変動に伴う台風接近数の増加が予想され、本病害の多発が懸念される。気象変動に適応した栽培技術
開発による農業経営安定化は、和歌山県長期総合計画にも挙げられており、産地を守るために取り組むべき
課題である。
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調査年度
モモせん孔細菌病発病枝の発生園率と発生枝率

（調査時期：４月、調査園数：10園）

図２ ４月中旬から５月中旬の累積降水
量と７月中旬の発病果率の関係

○研究の目的、達成目標
１）品種別の感染状況を把握する。過去の発生と気象データ等から多発要因を３項目みつけ軽減に活かす。
２）伝染源除去及び生育期（春季・秋季）の薬剤防除により、当年や翌春の発病を慣行防除に比べ3割軽減す
る。
○研究内容の概要
モモせん孔細菌病の近年の発生実態や多発要因を解明するとともに、伝染源除去と生育期の薬剤防除によ
る防除対策技術を開発する。
○研究のスケジュール
１）品種別の発生実態把握と多発要因の解明(平成31～33年)
２）伝染源除去技術の開発(平成31～33年)

○共同研究機関の役割と連携
発生実態把握、薬剤防除の現地実証等について、県桃研究協議会、ＪＡ紀の里、那賀振興局農業水産振興
課と連携する。

○研究成果や実用化による波及効果
・モモせん孔細菌病の発生が軽減され、生産労力を高品質生産に向けやすくなる。
・モモの安定生産による収益性向上と産地の維持発展に貢献する。

○本県農林水産業等への貢献 など
１）化学合成農薬を中心とした防除技術ではないため、安心・安全な農作物の安定供給につながる。
２）生産性の向上や農業経営の安定化につながる。

試験場所名 畜産試験場
テーマ名

和歌山県産霜降り豚肉・イノブタ肉の品質安定化技術の開発

現状と課題

和歌山ポーク肉質研究会
・熊野ポーク・うめぶた
・イブ美豚・すさみｴｺﾎﾟｰｸ

（○現状）と（●課題）
○我々が開発、普及を進めている霜降り豚肉は牛肉と鶏肉の中間
価格帯の商品として、県内外のレストラン、スーパーなどで定着し
つつある。
○2018年１月から市場では「霜降り」の度合いである脂肪交雑の格
付がオプションで開始された。→「霜降り豚肉」にとって追い風
○豚肉の脂肪質も「おいしさ」に関与することが科学的に示唆され
ている。
○将来的に脂肪質が牛肉と同様に重視される可能性大。
●農家が生産する豚肉の筋肉内脂肪含量の平均値は高くなったが
肉質にバラツキが大きい。→バラツキを少なくする手法が必要！
●脂肪質についてもバラツキを少なくし、一価不飽和脂肪酸割合を
増やす対策が必要！

●肉質の安定化、脂肪質の向上が
喫緊の課題！

目標とする成果

○筋肉内脂肪含量のバラツキを少なくする（１０±７％ → ７±３％）
○一価不飽和脂肪酸割合の向上と安定化（４４％ → ４８％）
研究の概要

バラツキを小さく

【体内の脂肪合成】
肉質の安定化
脂肪質向上

○アミノ酸バランス法の改良による
肉質安定化技術の開発
【体外からの脂肪移
○ M U FA含 量 の 多 い 県 産 副 産 物 の 飼 料 化 技 術 の 開 発
○県産副産物飼料の機能性評価
○消費者型官能評価による豚肉の評価

研究体制
畜産試験場
アミノ酸バランス法の改良・県産飼料原料の
飼料化検討・機能性評価・官能評価

近畿大学
アイディア

豚肉の分析・肉質評価

和歌山ポーク肉質研究会
波及効果
・県産豚肉の品質向上と知名度の向上に
よる取引価格安定。（枝肉価格10%向上：
500頭出荷で150万円/年向上）
・競争力のある豚肉生産技術を確立。
・外食産業への県産豚肉の提供。
・県産イノブタのマスメディアへの取り上げ
による観光産業への寄与と地域活性化。

観光産業と地域の活性化

クマノザクラ

約100年ぶりのサクラ新種

2018.07.29 紀伊民報

2．多様なクマノザクラ個体の選抜

1．増殖・更新技術の開発
1）クローン増殖手法の確立
2）連作障害対策技術の開発

スケジュール

H31

H32

H33

・ｻｸﾗ属の挿木増殖法の確立（第二報）（2012 清水・綾部/樹木医学研究16(2)）

勝木/Acta Phytotax. Geobot.69(2)）

・A New Species, Cerasus kumanoensis from the Southern Kii Peninsula, Japan （2018

・連作障害対策のためのｳﾒ園地改植方法の検討（2013 和林試/木質炭化学会誌9(2)）

ｿﾒｲﾖｼﾉ90.7%（2018 和林試/未発表）

・ｻｸﾗ類の樹種間の発根率差は大きく、7月挿しでｸﾏﾉｻﾞｸﾗ2.8～28.2%、ﾔﾏｻﾞｸﾗ27.2%、

これまでの成果

クマノザクラの永続的な保全と活用のため、
多様な特徴をもった個体を選抜し、
効率的に増殖・更新する技術が早急に必要

→ クマノザクラの増殖方法が確立していない
2018.07.21
→ 他のサクラ類との交雑木種子から育成した苗木が広まると、朝日新聞
クマノザクラの地域性、固有性が失われる危険性が非常に高い
◆老化・衰退が進む‘染井吉野’植栽跡地での更新が必要
→ サクラ類には連作障害が発生するため、更新が困難

※一部ではすでに種子から増殖する取り組みが行われている

◆地域では新たな観光・森林資源として期待が大きい
→ 各地域における個体ごとの特徴や形質が不明
◆活用のため効率的な苗木増殖手法の確立が望まれる

※H28年から分布域などについて森林総合研究所と共同調査

試験場所名（ 林業試験場 ）

多様なクマノザクラの選抜

・地域固有の新たな観光資源として地域振興に寄与
・クマノザクラの増殖、更新による地域固有種の永続的な保全
・企業の森、広葉樹林化などの事業における活用

期待される効果

2．多様な特徴をもったクマノザクラの選抜
開花時期及び花色の評価
・自生地域(14地域)で個体ごとに開花確認調査(H32、
33年の2～3月)。花弁の色を段階別に区分

2）サクラ植栽地における連作障害対策技術の開発
連作土壌の土壌化学性及びアレロパシー活性(生育阻害性)の評価
・サクラ植栽地の株元から距離別、深度別に土壌を採取し、土壌中のpH、
EC、C/N比などを測定。木質系炭化物などの施用によるアレロパシー活性
低減効果の測定

１．増殖技術の確立と更新技術の開発
１）効率的なクローン増殖手法の確立
①-1 挿し木試験による増殖適期、地域個体間差の評価
・地域別に母樹から採穂し、時期別に挿付け、発根率、
挿し木による増殖特性の評価
カルス形成率を測定
①-2 挿し木試験による増殖に適した採穂長、発根促進剤濃度の評価
・採穂長(5、10、20cm)、発根促進剤濃度(原液、4倍希釈、無稀釈)の組合せ
で挿付け、発根率、カルス形成率を測定
② 接ぎ木試験による台木樹種のクマノザクラに対する親和性を評価
・3種のサクラ類台木にクマノザクラを接ぎ木し、活着率などを測定

研究内容・方法

・クマノザクラのクローン増殖技術の確立（挿し木発根率を60％に向上）
・サクラ類植栽地でのクマノザクラ更新技術の開発
・多様性のあるクマノザクラ14地域個体の選抜

目 的

新種クマノザクラの保全と活用に向けた増殖・更新技術の開発

クマノザクラ ： 紀伊半島南部で新たに発見されたサクラ新種

現状・問題点

研究テーマ ：

(1)餌料仔魚を給餌しない種苗生産試験
①タウリン投与による餓死軽減
②DHA強化による共食い軽減
(2)健苗性評価試験

スケジュール
H31

H32

H33

○新養殖魚「スマ」の種苗生産技術の開発
・受精卵から沖出しサイズまでの生残率22.2%
・人工種苗の越冬およびスマの完全養殖に成功
○スマの種苗生産および中間育成に関する低コスト化技術の開発
・生餌（なまえ）を使用しないスマ種苗生産および中間育成技術を開発
・大小差の抑制により共食いの軽減に成功
・継代種苗を用いて初期生残率を改善
○餌料仔魚を使用しないクロマグロ種苗生産
・ワムシと配合飼料を用いたクロマグロ種苗生産に成功

これまでの成果

○スマの種苗生産技術を確立（H. 24～27）
○人工種苗を用いた養殖を開始（H.26）
○完全養殖スマの出荷が実現（H. 28）
○県長期総合計画（H. 29）において新たに開発すべき養殖魚種として位
置付けられている
●一方で・・・養殖生産量、養殖業者数は伸び悩み
○初期餌料として、イシダイやシロギス等のふ化仔魚（餌料仔魚）が必要
○スマ種苗の生産尾数や時期が左右され、親魚飼育のコストもかかる
⇒スマ種苗の安定的な生産の障害となっている

現状・問題点
目 的

試験場所名（水産試験場）

○スマ種苗の安定的な大量供給が可能
○1尾あたりの生産単価が半減

期待される効果

配合飼料に群がるスマ

○養殖スマ出荷尾数が増加
○養殖業者の収益向上

餌料仔魚を給餌せずに育てたスマ

(1)餌料仔魚を給餌しない種苗生産試験
○生物餌料（ワムシ）に飢餓耐性向上効果があるタウリンを添加し、配合
飼料を摂餌するまでの生残率を向上させる
○細胞、脳・神経系の発達、成群行動に影響を及ぼすDHAの生物餌料（ワ
ムシ、アルテミア）への添加量を増強し、サイズの均一化および成群行動
の促進により、共食いを軽減する
(2)健苗性評価試験
○餌料仔魚を給餌せずに生産した種苗の変形魚出現率、成長・生残率等
を従来の種苗と比較し、養殖種苗としての優良性を評価する。

研究内容・方法

○餌料仔魚を使用しないスマ種苗の大量生産技術の確立

研究テーマ ：餌料仔魚を給餌しないスマ種苗生産技術の開発

冷水病が発症したアユ

Flavobacterium psychrophilum

冷水病細菌

①ワクチン効果試験
②免疫持続期間と最小有効濃度の検討
③ワクチンの臨床試験（野外試験）
④除菌技術における種々の検討
⑤野外における除菌効果の検証

スケジュール
H31

H32

H33

〇冷水病由来毒素であるコラゲナーゼは、アユ魚体内で抗原認識された。
天野、中山ら H24～26競争的資金（A-STEP探索、シーズ顕在化）
〇冷水病由来毒素（コラゲナーゼ）の製造方法を開発
特許第6218512号「アユ冷水病菌由来毒素」 和歌山県
〇コラゲナーゼと不活化ワクチンを併用した浸漬ワクチンを開発
〇クエン酸ナトリウムによる除菌手法を開発
・平成27～29年度農林水産業競争力アップ技術開発事業
「アユ種苗における冷水病対策技術の開発」
・特願2015-219180「冷水病ワクチン及び冷水病の予防方法」（審査中）
和歌山県、滋賀県、神奈川県、松研薬品工業(株)

これまでの成果

【問題点】
〇ワクチンの再現性
〇除菌技術の実用化

抗菌剤を使用しない防除技術の実用化は
アユ産業にとって喫緊の課題

【現状】
〇本県はアユの養殖生産量全国２位（H29：1,034t）
〇冷水病はアユで被害が最も多い疾病（養殖業被害額＝H29：3,412万円）
〇県内主要河川でも発生（河川漁協の遊漁料収入ダウン）
〇抗菌剤・・・再発、薬剤耐性菌の発生助長

現状・問題点

ワクチン

期待される効果
除菌技術

普及

冷水病防除技術の実用化

【当課題の成果】

④除菌技術における種々の検討
クエン酸ナトリウムの浸漬処理方法の改良、経口投与、有効サイズ
⑤除菌技術の臨床試験
野外での養殖場規模の面積・尾数で、自然感染での効果を検証。

①②③・・・松研薬品工業（株）、滋賀県、神奈川県と連携

① ワクチン効果試験
・不活化ワクチン・・・最適な不活化方法の検討
・トキソイドワクチン・・・作成方法改良による新形態のコラゲナーゼ利用
・試験条件・・・供試魚サイズ、攻撃株、水温等
② 免疫持続期間と最小有効濃度の検討
③ ワクチン臨床試験
野外での養殖場規模の面積・尾数で、自然感染での効果を検証。

研究内容・方法

短期的・・・除菌技術の実用化
長期的・・・再現性の高いワクチン開発と実用化

目 的

試験場所名（水産試験場内水面試験地）

研究テーマ ：抗菌剤を使用しないアユ冷水病防除技術の開発 ～早期実用化への試み～

