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サトウキビ新品種‘Ni23' の育成とその特性

西裕之・竹牟種穣・上薗一郎・末川修引 ・緒方寿明 ・神門達也叫・安庭誠・ 3 • 

勝田明敏・田中正一・白i畢繁j青・小牧有三・園田純也

要 約

鹿児島県奄美地域のサトウキピの生産量は減少傾向にあり，その主な要因は，株出し移行率の低下

による収穫面積の減少，株出収量の低下，干ばつや台風の気象災害などである.そのため，株出の面

積拡大および収量の安定化を図るために春植え+株出し体系を推進しており，株出し適性の高い品種

が求められていた.また，近年干ばつに起因した生育不足による単収低下の事例も多く，干ばつ条件

下でも生育の優れる品種の育成も望まれていた.

徳之島支場では，奄美地域に適応した品種育成を進めるため，九州沖縄農業研究センターの協力を得

て，初期選抜段階から選抜操作を行い‘KY96T-537'(後の‘Ni23・)を育成した.本系統は， 2006年

1月に奄美地域の奨励品種として採用された.

‘Ni23' は‘Fl77' に比べて高糖で，発芽や株出し萌芽が優れ，茎の増加や伸長も優れるため，春

縫え，夏植え，株出しのいずれの栽培型でも多収である.収穫期間の中期 (2-3月)の収穫に適し，

早期(12月下旬 -2月上旬)高糖の‘Ni22'，‘NiF8' ，晩期 (3-4月上旬)高糖の‘Ni17'との栽

培の組み合せで，品質向上が図られる .また，干ばつに遭遇した年でも，他品種に比べて安定して多

収となることから，株出し栽培の安定化が図られ，収穫面積や生産量の確保が期待できる .

キーワード :Ni23，株出萌芽，サ トウキピ，耐干性，多収高糖

緒言

鹿児島県奄美地域のサトウキピは，地域の基幹作物で

あるが， 1988年には約70万 tあった生産量が， 2004年に

は約34万 tに減少している 3) 原因としては，株出し移

行率の低下による収穫面積の減少，相次ぐ台風の襲来や

干ばつなどの気象災害，単収の低下などがあげられる.

奄美地域におけるサトウキピの栽培型は 2月中旬~

3月中旬に植え付け，翌年の 3-4月に収穫する「春植

えJ， 7月下旬 -9月中旬に植え付け，翌年の12月~翌

々年の 3月に収穫する「夏植え」および収穫株からの萌

芽を育てて栽培し， 12月~翌年の 3月に収穫する「株出

しjの三種類である.主要品種は，‘NiF8' と‘F177'

であるが，株出しで安定多収な‘Ni17' が近年徐々に増

加している.‘NiF8' は，早期高糖で熊汁品質が良く，

株出し萌芽は良い叫が，干ばつ条件下で少収になりやす

い欠点がある. 'F177'は，新植では多収で，出穂がな

く，茎の梢頭部を家畜の冬場の飼料に利用できる品種と

して栽培されているが 1) 台風被害で折損しやすく，株

出し萌芽が劣るため，株出し栽培で少収になりやすい欠

点がある .2002年に奨励品種に採用した‘Nil7'は株出

し萌芽や風折抵抗性に優れる 6)が，この品種も干ばつ条

(連絡先)徳之島支場
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件下で少収になりやすい欠点がある .また，収穫作業は

近年ハーベスタ収穫比率が高まり， 1994年度の10%程度

から 10年後の2004年度には約60%に増加している 3) 島

ごとにみると，栽培条件や営農体系に違いがあり，栽培

型の構成，品種構成やハーベスタの普及状況も異なって

いる.このため，現在の 3つの奨励品種では，各島の栽

培環境に十分対応できていないのが現状で，生産量の安

定確保のために，株出適性が高く，干ばつ条件下でも収

量性の高い品種が強く求められていた.

そこで，徳之島支場ではこれらの特性を備えた品種選

抜を進め，干ばつ条件下でも収量性の高い‘KY96T-537'

(後の‘Ni23' )を育成したので，その育成経過や品種

特性などを報告する .

育成経過

‘Ni23' は，鹿児島県農業試験場徳之島支場 (現鹿児

島県農業開発総合センタ一徳之島支場)において， 1995 

年に播種した個体群から選抜した.種子は九州農業試験

場作物開発部さとうきび育種研究室(現九州沖縄農業研

究センターバイオマス ・資源作物開発チーム)から配布

されたもので，‘NiF8' が母本，‘Ni9' が父本である .

1995年11月にガラスハウス内で播種し， 2878個体を実生

養成した.1996年 5月に養成個体をほ場に定植し，生育，

病害の発生程度およびプリ ックス等を調査し， 93個体を

個体選抜した.その後は栄養系選抜で，茎数型の多収性
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と高糖性を重視して 3か年系統選抜を重ね， 1998年 3月

には，‘KY96T-537'の系統名を付与した.2000 ~ 2001年

度は系統適応性試験で，春植えと株出栽培の連続栽培体

系において，収量性および東汁品質が優れることを確認

した. 2002年度からは奄美地域における奨励品種決定試

験および生産力検定試験に供試し，各島における適応性

を検討した 21 その結果，奄美全域で多収性と高糖性，

および耐干性が主要品種に比べて優れたため， 2006年 1

月18日に奨励品種となった.なお， ‘KY96T-537' は九

州沖縄農業研究センターから農林水産省農作物新品種命

名登録申請され， 2006年10月4日付けで‘Ni23' となっ

た.

特性の概要

1 耕種概要

供試品種は，‘Ni23・，対照品種として‘Fl77'，比較

品種に‘NiF8¥ ‘Ni17' を用い， 2 ~ 3反復で試験を

行った.栽培型別の栽培条件は以下のとおりである.

春植え栽培(以下， r春植え」と記述)は， 2000年お

よび2002 ~ 2005年の 5 か年行 っ た.二節苗を 3 月上中旬

に，畦間120cm，株間25cmの栽槌様式で植え付けた.施

肥は a当たり成分量 (N-P仏-K20)で，基肥がO.9kg-0.8

kg-0.5kg，追肥で0.9kg-0-0.5kg施用し，収穫は 1~ 2 

月に行った.

夏植え栽培 (以下， r夏植えJと記述)は， 2003~2005 

年の 3か年行った. 二節苗を 9月上旬に，畦問120cm，

株間30cmの栽植様式で植え付けた.施肥は基肥が0.7kg-

O. 6kg-0. 4kg， 1回目の追肥でO.4kg-0-0. 2kg， 2回目の

追肥で1.lkg-1.0kg-0.6kg施用し，収穫は l月に行った.

株出し栽培(以下， r株出しj と記述)は， 2001年お

よび2003~2005年の 4 か年，春植えおよび夏植え後で延

べ 6回行った.前作を 1~ 2月に収穫し，その後直ちに

株出し管理した.施肥は基肥が1.Okg-O. 9kg-0. 5 kg，追

肥で1.Okg-O-O.6kg施用し，収穫は 12~ 1月に行った.

その他の栽培管理は地域の栽培基準に準じて行った.

2 生育特性

(1)新植栽培の発芽

表 1に新植栽培の発芽率を示す.‘Ni23'の春植えの発

芽率は84.8%と最も高く ，夏植えでは88.9%と，発芽の優

れる‘F177'および‘NiF8'並である.

(2)株出し萌芽性

表 2に株出しの萌芽率と萌芽茎数を示す.‘Ni23' の

萌芽率は88.1%で， 'F177' に比べて高く，‘NiF8' と

同程度であった.萌芽茎数は 1032本/aで 'F177' に

比べて多く，‘NiF8' および‘Ni17・と有意な差はな

く，株出し萌芽の優れる‘Ni17' と同程度であ った.

'Ni23' は，他品種と比べて収穫茎数が多く，収穫後の

土中の芽子数が多いため，萌芽茎数が多いと考えられる.

これらのことから，‘Ni23' は，株出し萌芽性が‘Ni17' 

並に優れる.

(3)生育期初期の茎の伸長および分げつ性

表 3に7月の仮茎長および茎数を示す.‘Ni23' の仮

茎長は，春植えおよび株出しとも‘F177'，‘NiF8' お

よび ‘Ni 17'に比べて長かった.また，茎数も‘F177'，

'NiF8' および‘Ni17' に比べて多かった.これらのこ

とから，‘Ni23' は，生育期初期の茎の伸長および分げ

つ性が優れ，他の品種に比べ初期生育が旺盛で，梅雨明

け時の生育量が大きい.

(4)出穂および梢頭部重

表 4に収穫時の出穂茎率を示す.‘Ni23' の 1月まで

の出穂は，春植えと株出しでわずかに認められた.その

後の観察調査における結果でも， 2 ~ 3月の出穂茎の増

加はわずかで，‘Ni23'の出穂はまれである .

表 5に収穫期の梢頭部重を示す.‘Ni23' の梢頭部重

はいずれの栽培型でも， 'Fl77' および‘NiF8' に比べ

重く，‘Ni17' と同程度である.

表 l 新植栽培の発芽率 (単位:%) 

品種 春植え 夏植え

Ni23 84.8 a 88.9 

F177 70.2 b 92.3 

NiF8 72.8 b 86.0 

Ni 17 71. 4 b 88.6 

分散分析 ** n. s. 

注1)分散分析は， * * 1 %水準で有意差あり， n. s.は

有意差なしを示す.

2)異文字聞では， TuKey(日水準)で有意差ありを示す.

表 2 株出し栽培の萌芽率および萌芽茎数

前作の収穫茎数

萌芽率 萌芽茎数 (本/a)

品種 (%) (本/a) 春植え 夏植え

Ni23 88. 1 b 1032 ab 1047 1422 

F177 58.0 c 582 c 916 1123 

NiF8 91. 9 b 864 b 890 1057 

Ni 17 142.6 a 1096 a 721 909 

分散分析 ** ** 
注1)分散分析は， * * 1 %水準で有意差ありを示す.

2)異文字聞では， TuKey(日水準)で有意差ありを示す.
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表 3 生育期初期(7月)の仮茎長および茎数

春纏え 株出し

仮茎長 茎数 仮茎長 茎数

品種 (cm) (本la) (cm) (本la)

Ni23 100 a 1495 a 146 a 1234 a 

F177 64 c 1384 ab 88 d 822 c 

NiF8 83 b 1202 bc 110b 999 bc 

Nil7 66 c 1038 c 99 c 1077 ab 

分散分析 ** ** ** ** 
注1)分散分析は， * * 1 %水準で有意差ありを示す.

2)異文字問では， TuKey (日水準)で有意差ありを示す.

表 4 収穫期の出穂茎率 (単位:%) 

¥ 春植え
4 

夏植え 株出し

Ni23 0.3 O 0.1 

F177 O 。 O 

NiF8 16.3 7.0 7.4 

Ni17 O O O 

表 5 収穫期の梢頭部重 (単位:kg/a) 

春植え 夏植え 株出し

Ni23 205 a 193 a 168 a 

Fl77 175 b 138 b 116 b 

NiF8 167 b 137 b 119 b 

Ni17 208 a 161 ab 172 a 

分散分析 ** ** ** 
注1)分散分析は， * * : 1 %水準で有意差ありを示す.

2)異文字問では， TuKey(5%水準)で有意差ありを示す.

3 障害抵抗性

(1)風折抵抗性

表 6に台風被害による風折茎率を示す.‘Ni23' の台

風被害による風折茎率は，‘F177'に比べて春植えおよび

夏植えでは低いが，株出しでは同程度であった.風折抵抗

性には，品種間差があるとされている(‘Ni23' は茎伸

長が良く，‘Fl77¥ ‘NiF8' およぴ‘Ni17'に比べて節

関長が長い.また 'NiF8' に比べて梢頭部が大きい.

これらのことが，‘NiF8' および‘Ni17' に比べ，風折

抵抗性が弱い要因と考えられる.

(2)耐倒伏性

表 7に収穫期の倒伏程度を示す.いずれの栽培型でも，

'Ni23' の倒伏程度は‘NiF8' と同程度で， 'Fl77' およ

び‘Ni17' に比べて大きかった.倒伏程度は，茎の伸び

に比例して概ね大きくなることから 5) 生育期の茎伸長

の優れる‘Ni23' は， 'Fl77'および‘Ni17・に比べて，

倒伏程度が大きいと考えられる. したがって，

'Ni23' の耐倒伏性は， 'F177'に比べて弱く，‘NiF8'

並と考えられる.

(3)耐子性

表 8に与論島の 7-8月の降水量と株出しの収量を示

す.与論島では， 2004年および2005年の 7-8月の降水

量が極端に少なく，株出しで干ばつによる枯死茎が発生

し原料茎重が少なかった.その傾向は，特に‘NiF8' で顕

著であった.収量を干害のなかった2003年と比較すると，

'Ni23' の減収程度は， 'F177' および‘NiF8' に比べ

てイ、さかったこのことから， 'Ni23' は， 'F177' およ

び‘NiF8' に比べて耐干性が強いと考えられる.現に与

論島での栽培品種は， 'Fl77' が多く，‘NiF8' はわず

かである.表 9，表10に春植えにおける 8月の根量，お

よび根の分布範囲を示す.根量を比較すると，‘Ni23'

は， 'Fl77' に比べて少ないが，‘NiF8' に比べて多か

った.根の分布範囲は，深さ，横幅ともに‘Ni23' が

'F177'および‘NiF8' に比べて広かった.これらのこ

とから，根量が多く，根の分布範囲が広いことなどが耐

干性に影響している可能性が示唆された.

表 6 台風被害による風折茎率

品種

Ni23 

F177 

春植え

8.3 

13.4 

夏植え

4.7 

11. 9 

(単位:%) 

株出し

13.7 

12.5 

NiF8 2.4 3.3 9.4 

Ni17 0.9 6.0 3.2 

注1)2002年は台風15号と 16号 (10/7調査)， 2003年は台風

10号(8月中旬調査)， 2004年は台風16号と 18号(9/15

調査)， 2005年ば台風14号(9/20調査)による被害.

表 7 収穫期の倒伏程度

春縫え 夏植え 株出し

Ni23 1. 9 a 3.3 a 2.4 a 

F177 0.7 c 2.1 b 0.8 b 

NiF8 1.7 ab 3.5 a 2.3 a 

Ni17 0.9 bc 2.2 b 1.0b 

分散分析 ** ** ** 
注1)倒伏程度は，無 (0)・少(1)・中 (2)・多 (3)・甚 (4)

の 5段階評価.

2)分散分析は， * * 1 %水準で有意差ありを示す.

3)異文字問では， TuKey(日水準)で有意差ありを示す.

a 2003，2004，2005年第 2回サトウキピ試験研究委員会

与論島資料 (2004年 3月， 2005年 3月， 2006年 3月)
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表8 与論島おける干ばつ年の株出し栽培の収量

2003年 2004年 2005年 平年

降水量(凹) 308 92 64 300.7 

Ni23 (kg/a) 1357 1125 882 

2003年比(%) 100 83 65 

F177 (kg/a) 1022 788 

2003年比 100 77 

NiF8 (kg/a) 895 586 457 

2003年比(%) 100 65 51 

注1)2003 ~ 2005年の第 2回サトウキピ試験研究委員会

与論島資料から引用.

2) 降水量は 7~8 月のアメダス与論観測点，平年は

1979~2000年の平均とした.

表 9 生育期における根量および地上部の生育

株当たり根量 地上部の生育

品種 風乾重 NiF8対比仮茎長 茎数(本/株)
‘ 

( g ) (%) (cm) 健全茎 枯死茎

Ni23 16.83 124 131 1.8 1.4 

F177 23.16 171 98 2.2 1.6 

NiF8 13.55 100 103 2.4 0.6 

注1)2005年 8月下旬に春植えを各品種 5株調査.

表10 生育期における根の分布範囲

深さ NiF8 横方向への広がり (cm)

品種 (cm) 対比 左側右側合計 NiF8対比

Ni23 81 109 60 66 126 118 

F177 74 100 48 70 118 110 

NiF8 74 100 46 61 107 100 

注1)2005年 8月下旬に春植えを各品種 5株調査.

2)左，右側は苗植え付け位置(畦中央)からの距離.

3)NiF8対比は%.

3 収量関連形質および収量性

(1)原料茎の特性

表11~ 13に各栽培型の原料茎の形質を示す.‘Ni23'

の茎長は，いずれの栽培型でも最も長い.茎径は， r中太

茎jの‘Fl77' および‘Ni17' に比べて細く，‘NiF8' と

同程度の「中茎」と判断される.茎径がやや細いものの

茎長がながいため，ー茎重は， 'F177¥ ‘NiF8' および

‘Ni17' と同程度である.

(2)各栽培型における収量性

表11~ 13に各栽培型の収量性を示す. Ni23' の原料茎

数は，いずれの栽培型でも最も多い.原料茎重は‘F177'

および‘NiF8' に比べて多く，既存品種に比べ多収であ

る.これは，茎数が多いことに起因し，収量の安定性も

高いと考えられる

表11 春植え栽培の収量関連形質および収量性

原料 原料 原料 一茎 原料

茎数 茎長 茎径 重 茎重

品種 (本/a) (Cm) (mm) ( g ) (kg/a) 

Ni23 935 a 204 a 22.4 d 743 ab 694 a 

F177 775c 156 c 24.4 b 712 b 552 c 

NiF8 872 b 183 b 23.7 c 710 b 615 b 

Ni 17 713 d 159 c 25.2 a 788 a 561 c 

分散分析** ** ** ** ** 
注1)分散分析は， * * 1 %水準で有意差ありを示す.

2)異文字問では， TuKey(5覧水準)で有意差ありを示す.

表12 夏植え栽培の収量関連形質および収量性

原料原料 原料 ー茎 原料

茎数茎長 茎径 重 茎重

品種 (本/a) (Cm) (凹) ( g ) (kg/a) 

Ni23 1194 a 284 a 20.3 b 1071 a 1275 a 

F177 889 b 227 c 23.2 a 959 b 845 c 

NiF8 912 b 249 b 23.4 a 1122 a 1013 b 

Ni17 761 c 231 c 24.4 a 1119 a 852 c 

分散分析 ** ** ** ** ** 
注1)分散分析は， * * 1 %水準で有意差ありを示す.

2)異文字問では， TuKey(5%水準)で有意差ありを示す.

表13 株出し栽培の収量関連形質および収量性

原料 原料 原料 一茎 原料

茎数 茎長 茎径 重 茎重

(本/a) (cm) (醐) ( g ) (kg/a) 

Ni23 887 a 225 a 22.7 c 812 715 a 

F177 553 b 160 b 26.4 a 826 436 b 

NiF8 726 ab 189 b 24.0 bc 732 526 b 

Ni 17 760 a 170 b 24.6 b 795 605 ab 

分散分析** ** ** n. s. ** 
注1)分散分析は， * * 1 %水準で有意差あり， n. s.は

有意差なしを示す.

2)異文字問では， TuKey(日水準)で有意差ありを示す.

4 熊汁品質の特性

(1)廉汁品質

表14~ 16に栽培型別の煎汁品質を示す.‘Ni23' のプ

リックス，煎汁糖度，純糖率および可製糖率は， 'F177' 

に比べて高く，‘NiF8' および‘Ni17' と同程度であっ
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(放置後可製糖率/収穫時可製糖

x 100で算出した糖量指数で比較すると，平均気温

20'C以下の時期の‘Ni23' の糖量指数は 'Fl77' に比

× 茎重/収穫時茎重)

率)

た.このことから，‘Ni23' の熊汁品質は，‘NiF8' お

よび‘Nil7'並に優れる.また， 'Ni23'の可製糖量は，

いずれの栽培型でも，原料茎重が多く熊汁品質が優れる

ため 'F177'，‘NiF8' および‘Ni17' より多かった.
と比べると‘NCo310' 品質劣化しやすいべてやや低く，

‘F177' 平均気温20'C以上の時期では，やや高かった.春植え栽培の東汁品質

東汁

表14

このことから，に比べて低かった.‘NCo310' および
可製可製純糖プリツ

に比べの刈置による品質劣化程度は， .‘Fl77' ‘Ni23' 糖度 糖量糖率

(%) 

率

(%) 

クス

大きく，気温が高い時期は‘NCo310'に比べても大きい.

80 S 
a語 60
探 40
嗣• 

(%) 

Fl77 

98.0a 

74.9d 

(kg/a) 

14.1a 

13.6b 

91. 1a 

90.0b 

18.3ab 

17.6c 

20.1b 

19.6c 

(% ) 

Ni23 

89.4b 14.6a 90.4b 18.7a 20.7a NiF8 

20 80.5c 14.3a 91. 6a 18.2b 19.9bc Ni17 

。
Ni23 Fl77 NCo310 
図1 刈置後の精量指数(200

C以下)

主主1)刈置期間7日 2)2003・05年株出し.2004年春姐え.

** 
注1)分散分析は，

2)異文字問では， TuKey(日水準)で有意差ありを示す.

* * 1 %水準で有意差ありを示す.
** ** ** ** 分散分析

60 
夏植え栽培の煎汁品質表15

40 

20 

(
ま
)
語
課
帽
饗

可製

糖量

可製

糖率

純糖

率

(% ) 

煎汁

糖度

プリッ

クス

o 
Ni23 Fl77 NCo310 
図2 刈置後の糟量指数(200C以上)

注1)刈置期間7日 2)2003・05年株出し.2004年春樋え

(kg/a) 

Ni23 190.7a 

(%) 

14.9 91. 9a 

90.5b 

(%) 

19.1 

(%) 

20.8 

118.0c 14.0 17.9 19.8 F177 

150.3b 14.8 91. 1ab 18.8 20.6 NiF8 

124.7c 14.6 91. 8a 18.5 20.1 Ni17 

‘Ni23' は奄美地域において，多 くの優れた特性を有

するが，一方では幾つかの欠点も認められている.それ

らの特性について，‘Ni23' を奄美地域に導入した場合

の有利性および栽培する上で留意すべき事項の観点から

考察する.

察考

注1)分散分析は， **:1%，*:5%水準で有意差あり，

n. s.は，有意差なしを示す.

** n. s. * n. s. n. s. 分散分析

2)異文字問では， TuKey(日水準)で有意差ありを示す.

株出し栽培の煎汁品質表16

‘Ni23' 導入による利点l 可製可製純糖i.l汁プリッ

生育期発芽および株出し萌芽が優れ，は，‘Ni23' 、‘，J
噌

B
A(

 
糖量糖率率糖度クス

の分けつや茎伸長が優れる.このため，春植え，夏植え，(kg/a) (%) (%) (%) (%) 

‘F177' ， 株出しのいずれの栽培型でも原料茎数が多く，99.4a 13.9a 90.5ab 18.2a 20.1a Ni23 

に比べて多収で，株出の安定化および‘Nil7'‘NiF8' 56.7c 12.8b 88.5c 16.7b 18.8b Fl77 

生産量の増加が期待できる.が図られるとともに，72.5bc 13.8a 89.6bc 17.9a 19.9a NiF8 

‘Ni 17' や‘NiF8' に比べて高く，‘F177' (2)糖度は，85.6ab 14.2a 91. 2a 18.2a 19.9a Ni 17 

いずれの品可製糖量も，と同程度で薫汁品質が優れる.** ** ** ** ** 分散分析

注1)分散分析は， 種に比べて多い.* * 1 %水準で有意差ありを示す.

2)異文字問では， TuKey(日水準)で有意差ありを示す. は，夏期に干ばつに遭遇した年でも，他品

種に比べて多収で，耐干性が強いと考えられる.耐干性

が強いのは，生育期初期の茎の伸長および分げつ性が優

れ，他の品種に比べ干ばつの発生夏期までに生育量を確

保できることと，地下部では根量が多く，根の分布範囲

が広いことが影響していると考えられる.このことから，

‘Ni23' (3) 

(2)刈置放置に よる薫汁の品質劣化
/、

図 lおよび図 2に刈置放置による膿汁の品質劣化を示

す.刈置放置 7日後における煎汁の品質劣化を(放置後



[88] 鹿児島県農業開発総合センター研究報告 (耕種部門)第l号 2007 

奄美地域の干ばつが発生しやすい地域を中心に普及させ

ることで，栽培の安定化が図られる .

(4)‘Ni23' の出穂はまれで，梢頭部の量が‘Ni17' 

並に多いことから，冬場の自給飼料として活用できる.

現在，糖度が低く株出しの生産が不安定な‘F177' が栽

培されているのは，有畜農家が出穂しない品種や梢頭部

や生葉数の多い品種を志向し，梢頭部を冬場の自給飼料

として活用しているためで，この点においても， 'Ni23' 

は‘F177'に十分代替し得る.

これらの理由から，奄美地域において‘Ni23' を株出

しの生産が不安定な‘F177' に換えて，また干ばつが発

生しやすい地域に普及することで，株出しの生産が安定

化し，株出面積を拡大させることが可能であると考えら

れる.このことによって，サトウキピの収穫面積および

生産量の安定確保，並びに栽培の低コスト化が図られる

と考えられる .

2 栽培上の留意点

(1)春植えおよび株出しでは，台風時に‘F177'並に茎

が折損することがあるので，風当たりの強いほ場での栽

培は避ける.

(2)刈置放置すると ，m;汁品質が劣化しやすいので，収

穫後は速やかに出荷する .また，高温時は刈置による品

質劣化を助長するので， 2月までに収穫する .

謝辞

本品種の育成にあたり ，御協力頂いた九州沖縄農業研

究センターに謝意を表します.また，鹿児島県農政部農

産課(現農産園芸課)，経営技術課の関係者，さとうき

び育種委員各位，奄美地域の各製糖会社，関係町，農業

協同組合および農業改良普及センタ一等の関係機関各位

に多くの御協力と御助言を頂いた.ここに深く感謝の意

を表します.

引用文献

1 )鹿児烏県農政部・鹿児島県農業試験場 1992. さと

うきぴFl77

2 )鹿児島県農政部・鹿児島県農業試験場 2006. サト

ウキピKY96T-537

3 )鹿児島県農政部農産課 2005. さとうきぴ及び甘し

ゃ糖生産実績

4 )九州農業試験場作物開発部さとうきぴ育種研究室 ・

鹿児島県サトウキピ品質取引推進協議会 1991. さと

うきびの新品種早熟高糖 fKF81-11Jの特性

5 )宮里清松 1986.サトウキピとその栽培，日本分蜜糖

工業会，沖縄

6 )竹牟積穣・勝田明敏・安庭誠・神門達也・末川修・

緒方寿明・上薗一郎・田中正一・小牧有三・加治屋伸

章 2004.奄美地域に株出適正が高い新品種 fNi 17 J 

の特性，鹿児島農試研報告32:81-90

図3 ‘NiF8' (左)，‘Ni23' (中)，‘Fl77' (右)の草姿 (2005年12月)



西ら:サトウキピ新品種‘Ni23' の育成とその特性

Breeding a New Sugarcane Cultivar ‘Ni23' 

Hiro戸lkiNishi， Minoru Takemure， Ichiro Uezono， Osamu Suekawa， Toshiaki Ogata， Tatsuya Kamikado， 

Makoto Yasuniwa， Akitoshi Katsuda， Shoichi Tanaka， Sigekiyo Shirasawa， Yuzo Komaki and Junya Sonoda 

Summary 

[89] 

‘Ni23' is a new sugarcane cultivar developed at Kagoshima agricultural experiment station Tokunoshima branch.‘Ni23' had been 

evaluated as‘KY96T・537'in adaptability tests since 2000， and field perforrnance tests at Amami islands since 2002. This cultivar was 

encouraged to cultivate in Amami islands企om2006. 

‘Ni23' spread by changing合om‘F177'， unstable grouth阻 dyield on ratoon cropping. Therefore， Agronomic characters were 

researched. Results obtained are summarized as follows: 

l ‘Ni23' is good gerrnination of early stage growth in comparison with the other cultivar. 

2 ‘Ni23' is high yield and high sucrose content variety compared with ‘FI77' on the spring， summer cropping and ratooning type of 

cultivation. 

3 ‘Ni23' has comparatively strong drought tolerance in comparison with the other cultivar. 

Keyword: Drought tolerance， High sucrose content， Ni23， Ratoon， Sugarcane 
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