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1511 農業研究部

【マルチコプターを活用した白ねぎの生育診断技術の
  試験を開始】
　（2023.5.12発信）

　県内の露地野菜栽培では、野菜の生育状況の確認に多大な
　労力がかかっています。そこで、当チームではマルチコプ
　ター（ドローン）を活用した省力的な生育診断技術を開発
　しています。試験場内のほ場に白ねぎを定植（5月9日)し、
　今後は栽培中にマルチコプターで空撮した画像から収穫適
　期や収量を予測する技術を検討します。

農業研究部
土壌・環境チーム

0974-28-
2072

2023.05.31

1510 農業研究部

【サトイモの種苗生産技術の試験を実施中】
　（2023.5.10発信）

　県内のサトイモ栽培では、種イモが長年更新されていない等
　の理由から収量の低下が問題となっています。
　当チームでは、種イモを分割して効率的に生産する育苗技術
　の検討に取り組んでいます。分割する種イモ1片あたりの重さ、
　育苗期間、追肥の有無等の違いによる影響を明らかにするため、
　今後は定植後の生育状況を調査します。

農業研究部
葉根菜類・茶業チーム

0974-28-
2082

2023.05.31

1509 農業研究部

【カンショの栽培試験を開始しました】
　（2023.5.10発信）

　当チームではカンショの効率的な苗の増殖技術、食味や加工性
　に優れる品種の選定等に取り組んでいます。また近年、イモに
　条溝と呼ばれる症状が発生し、品質低下が問題となっています。
　現在、場内ほ場で慣行よりも早期に定植を行い、収穫時期が
　品質や収量に与える影響を明らかにします。

農業研究部
葉根菜類・茶業チーム

0974-28-
2082

2023.05.31

1508 農業研究部

【土耕小ネギの栽培管理技術について講演しました】
　（2023.5.2発信）

　東部振興局主催の土耕小ネギ栽培講習会が開催され、大分
　味一ねぎ生産部会員など約30名が参加し、栽培技術に関する
　情報交換を行いました。
　土壌・環境チームからは、開発した土壌水分の測定手法に関
　する最新情報や、かん水管理及び土壌診断結果に基づいた施
　肥管理などについて紹介しました。

農業研究部
土壌・環境チーム

0974-28-
2072

2023.5.31

1507 北部水産グループ

【養殖ヒジキの収穫 始まりました】
　（2023.5.2発信）

　県内各地先で養殖されているヒジキの収穫が始まりました。
　宇佐市長洲地先の干潟で養殖されたヒジキは、シャキシャキ
　とした歯ごたえが特徴なことから『筋肉（マッスル）ひじき』
　として売り出されています。当グループは、各地区の収穫状況
　調査を行っています。

　　養殖地区　　　　　　収穫予定日
　　宇佐支店　　　　　　5月1～2日
　　くにさき支店　　　　5月中～下旬
　　別府支店　　　　　　   同上

　

　宇佐市長洲地先で
　養殖されたヒジキ

北部水産グループ
養殖環境チーム

0978-22-
2405

2023.5.31

1506 林業研究部

【高周波減圧乾燥試験の実施】
　（2023.5.1発信）

　林業研究部では木材乾燥に関する研究を加速化するため、昨
　年度、多機能木材乾燥機を導入しました。この乾燥機は、一
　般的な蒸気式乾燥（高温、中温）に加えて、高周波乾燥及び
　減圧乾燥の機能を備え、必要に応じて、蒸気式と高周波など
　の組み合わせ乾燥が可能となります。

　現在は、大径材の多様な利活用に向け、スギ平角材の高周波
　減圧乾燥試験を行なっています。
　この多機能木材乾燥機を活用して、新たな乾燥方法と従来の
　蒸気式乾燥方法の組み合わせにより、高品質な乾燥材の生産
　について検討するとともに、最終的には、現場にフィードバ
　ックできる乾燥方法の解明に努めます。

林業研究部
企画指導担当

0973-23-
2146

2023.5.31

1505 農業研究部

【白ネギ大苗を利用した栽培試験を実施中】
　（2023.5.1発信）

　当チームでは白ネギ栽培で慣行苗よりもサイズが大きく、
　生育や収量性が優れる大苗を育成する技術の研究に取り組
　んでいます。現在、試験場内ハウスで大苗を育苗中であり、
　この大苗を用いた夏期の高温対策技術試験（品種、肥料等）
　を実施します。

農業研究部
葉根菜類・茶業チーム

0974-28-
2082

2023.5.31

2023年5月12日更新

白ネギ大苗の生育調査

高周波減圧乾燥試験の様子高周波減圧乾燥試験の様子

土耕小ネギ栽培講習会

カンショ定植（4月27

サトイモ定植（5月2日）

サトイモ定植（5月2日）
試験用の白ねぎを定植
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1504 きのこグループ

【乾シイタケの新たな交配株の作出を行っています】
　（2023.4.28発信）

　きのこグループでは,乾シイタケ新品種の育成に取り組んでお
　り、顕微鏡で交配の確認をしています。交配が確認できた菌株
　は、菌糸の伸長調査等で選抜していきます。選抜された菌株は
　原木で栽培試験を行い、発生量や形質等の特性調査を行ってい
　きます。

きのこグループ
企画指導担当

0974-22-
4236

2023.5.31

1503 農業研究部

【天敵を利用したトマトの害虫防除試験を開始しました】
　（2023.4.26発信）

　当チームでは、夏秋トマト栽培で問題となるコナジラミ類
　(害虫)の対策として、天敵昆虫であるタバコカスミカメを
　利用した防除手法の研究に取り組んでいます。
　試験場内ハウスにトマトの定植を行い、防除試験を開始し
　ました。今後はタバコカスミカメのコナジラミ類への防除
　効果を調査し、適切な防除手法を検討していきます。

農業研究部
病害虫対策チーム

0974-28-
2078

2023.5.31

1502 水田農業グループ

【麦類原種の雑穂抜きを行っています】
　（2023.4.20発信）
　
　採種農家に供給する麦類の種子（原種）が出穂期を迎え、
　雑穂抜きを行っています。雑穂抜きとは、異種や変異種の
　混入がない均一な原種を生産するために、生育が異なる個
　体を除去する作業で、収穫までに最低３回実施します。取
　り残しが無いよう、一畦ずつチェックします。

水田農業グループ
企画指導担当

又は
水田農業チーム

0978-37-
1160

2023.5.31

1501 農業研究部

【イチゴ講習会で灰色かび病対策を紹介しました】
　（2023.4.14発信）

　４月６日にJAおおいたと南部振興局共催のイチゴ講習会にお
　いて、生産者と病害虫対策に関する情報交換を行いました。
　当チームからは、灰色かび病の発生しやすい条件や防除薬剤
　等を紹介しました。また、場内ハウス内で試験中の、送風に
　よる湿度制御での本病抑制効果について試験結果･状況を報告
　しました。

農業研究部
病害虫対策チーム

0974-28-
2078

2023.4.30

1500 水産研究部

【シロアマダイの種苗生産技術開発を実施中！】
　（2023.4.14発信）

　シロアマダイは幻の魚として単価が高く、資源増大の要望が
　大きい魚です。当研究部では有望な栽培対象魚種と捉え、地元
　漁業者と連携して成熟親魚の入手にチャレンジしています。

　シロアマダイは生息水深が深く、産卵可能でかつ生きた状態で
　入手することが極めて困難なため、雄は漁獲当日の鮮魚から
　凍結精子を試験的に作成して受精時に使用できるか活力などを
　測定しています。しかし、雌は生きていなければ採卵できない
　ため、活魚入手の体制構築が大きな課題です。

水産研究部
資源増殖チーム

0972-32-
2155

2023.4.30

1499 水田農業グループ

【ドローンを活用した可変施肥技術の実証を行いました！】
　（2023.4.14発信）
　
　当グループでは、高タンパク質含有率が求められている醤油・
　パン用小麦「はるみずき」を生産するため、実肥の可変散布
　試験を行っています。

　肥料の散布量を増減できるドローンを活用し、生育の良いと
　ころには少なく、悪いところには多く施肥を行う試験を現地
　圃場で行いました。今後は、散布圃場の収量・タンパク質含
　有率を調査し、本技術の検証を行います。

水田農業グループ
企画指導担当

又は
水田農業チーム

0978-37-
1160

2023.4.30

1498 北部水産グループ

【内水面漁協が稚アユを放流しています！】
　（2023.4.11発信）

　当グループ管内の内水面漁協では、アユの増殖を目的にアユ
　の稚魚を放流しています。

　　　　　　　　　　　　　　 　放流尾数（サイズ）
　 山国川漁協　　　　4/17～　　 15万尾（10㎝）
　 駅館川漁協　　　　4/13～　   3.6万尾（7㎝）
   宇佐山郷淡水漁協　4/14       0.8万尾（8㎝）
　 玖珠郡漁協　　　　　　　未定
　 津江漁協　　　　　4月上旬    4.3万尾（5㎝）
   鶴崎漁協　　　　　4/5～      0.6万尾（8㎝）
   臼杵河川　　　　　　　　未定

 

     昨年の放流状況

北部水産グループ
養殖環境チーム

0978-22-
2405

2023.4.30

針の飲み込みや深場から

の漁獲で横転・脱腸してし

まったシロアマダイ

1尾だけ活魚でとれた雌親魚
から採卵している様子

イチゴ講習会

雑穂抜きの様子

トマトの定植（4月24日）
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1497 農業研究部

【土壌ECセンサを用いたピーマンの施肥管理試験】
　（2023.4.7発信）

　当チームは野菜の収量･品質を最大化するため、栽培中の土壌
　EC値(肥料濃度の指標)をセンサを用いて正確に把握し、リアル
　タイムな施肥管理をする技術の研究に取り組んでいます。
　4月3日に試験場内のハウスでピーマンの定植を行いました。
　今後はリアルタイムに土壌のEC値を確認しながら追肥量の調整
　を行い、数値に基づいた肥培管理の方法を検討します。

農業研究部
土壌・環境チーム

0974-28-
2072

2023.4.30

1496 北部水産グループ

【ヒジキ漁が始まりました！】
　（2023.4.6発信）

　国東半島～別府湾沿海の大分県漁協各支店では、天然ヒジキ
　の採取が始まりました。
　当グループはヒジキ増殖の取組に協力しています。

　　　　　　　　　採取期間
　香々地支店　　4月 1～21日
　国見支店　　　4月 4～21日
　姫島支店　　　4月 6～10日、4月20～22日
　くにさき支店　4月 7～21日
　武蔵支店　　　4月 5～21日
　安岐支店　　　4月19日～5月 6日
　杵築支店　　　3月 5日～4月30日
　日出支店　　　4月 1日～5月15日
　別府支店　　　4月 9日～6月19日

　

 

  香々地支店の
  漁模様と
　天日干しヒジキ

北部水産グループ
養殖環境チーム

0978-22-
2405

2023.4.30

1495 水産研究部

【モジャコ(ブリ稚魚)資源量を推測するため流れ藻付着生物
　調査を実施中！】
　（2023.4.6発信）

　ブリ養殖用の種苗として、ブリの稚魚を採捕する「ﾓｼﾞｬｺ漁」
　が解禁されました。水産研究部では調査船「豊洋」で、海面
　に漂う流れ藻を採取し、流れ藻に集まるモジャコ等の付着状
　況を調査し、その結果を速報で漁業者に提供しています。

水産研究部
資源増殖チーム

0972-32-
2155

2023.4.30

1494 北部水産グループ

【養殖ヒジキ生育 順調！】
　（2023.4.4発信）

　宇佐市長洲、国東市富来浦・治郞丸および別府市亀川地先
　で昨年11月から始まった養殖ヒジキは、順調に生育してい
　ます。例年より色・つや・生長が良好で、5月上旬に収穫
　予定です。当グループは養殖の技術支援を行っています。

 
 国東市治郞丸地先の
 養殖ヒジキ

北部水産グループ
養殖環境チーム

0978-22-
2405

2023.4.30

1493 水産研究部

【魚市場調査を継続中！】
　（2023.4.3発信）

　当研究部では、臼杵、津久見、佐伯、鶴見の魚市場において、
　マダイ、ヒラメ、トラフグなど10魚種について、体長の測定
　や放流魚であるかを確認しています。調査の結果からは、
　年齢組成や放流効果を把握することができ、今後の水産資源
　の管理や保護に役立てていきます。

水産研究部
資源増殖チーム
企画指導担当

0972-32-
2155

2023.4.30

1492 きのこグループ

【クヌギ原木の伐採・玉切り時期の研究をしています】
　（2023.4.3発信）

　きのこグループでは、原木の伐採・玉切り時期がシイタケの
　発生に与える影響を調査しています。昨年の10月から今年の
　1月まで毎月伐採を行い、1月に玉切りを行いました。玉切り
　した原木を2月から人工気象室で管理しています。原木の水分
　条件の影響や管理方法を検討し、良質なほだ木育成管理技術
　を確立していきます。

きのこグループ
企画指導担当

0974-22-
4236

2023.4.30

1491 果樹グループ

【ハウスブドウの花穂整形作業が始まりました 】
　（2023.4.3発信）

　当チームは、ブドウの「シャインマスカット」、「ピオーネ」
　を加温ハウスで栽培していますが、このハウスブドウの花穂
　整形作業が始まりました。花穂整形作業とは、長さ30cm程度
　のブドウの花穂に着生した多数の花蕾のうち、先端3cm程度
　だけを残して他はすべて除去する整形作業のことです。
　もったない気もしますが、高品質のブドウを作るためには欠
　かせない作業の一つです。

果樹グループ
落葉果樹チーム

0978-37-
0149

2023.4.30

体長測定等の様子

試験用のピーマンを定植


