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南西諸島における
サトウキビ省力的安定多収生産の要点
―産業の持続的発展に向けて―（後編）

サトウキビコンサルタント　杉本　明

【要約】
　南西諸島においてサトウキビ産業が持続的に発展するために必要な技術の基本的な方向を10月号と11月
号の2回に分けて掲載する。前号では南西諸島が現在の苦境を脱するための基本的な方向が株出し多収性を
備える品種およびケーンハーベスタ、ビレットプランタの利用による省力的な多回株出し安定多収生産であ
ると述べた。後編の今号では、農業機械、圃

ほ

場
じょう

、労働力の高度利用、IoTを利用した可視化システムがその
実現に有用であることを述べる。また、工場稼働性向上に向けたトラッシュの問題と操業期間拡張検討の基
本的要点を述べる。そして、南西諸島各地の自然環境の特徴、サトウキビ生産の現状、問題点、問題克服の
基本的方向について概観する。さらに、ケーンハーベスタ・ビレットプランタによる植え付け体系を実現す
るための技術上の基本的要点（機械の改良、苗生産圃場の設置、株出し多収性品種の利用など）について述
べ、ケーンハーベスタ・ビレットプランタを中心とする原料生産について種苗生産用圃場として植え付けを
行い、種苗の収穫後に原料生産用圃場として栽培を継続するモデルケースの概要を示す。

第１章�　南西諸島のサトウキビ
生産の現状と目指す姿�
―後編―

６ ．サトウキビ産業の一層の発展に必要な事
項～今日から明日へ～

（１） 農業機械、圃場、労働力高度利用の実
現に向けて

　いずれの地域でも共通の事項であるが、資金を投

入して農業機械を導入するためには、投資を上回る

効果を得ることが必須の事項である。機械導入の目

的は、①機械の強い力を用いることによって、人力

や畜力のみではできなかった圃場の土壌条件を改善

することによって作物の安定多収化、すなわち土地

生産性の向上を図ること②労働強度の高い作業を機

械で実施することで軽労化を図り、従事者の健康維

持と労働の快適性向上を図ること③作業効率を高

め、労働生産性を向上させること④それらのことに

より次世代の参入を促進すること－である。①～④

を目的とする機械の導入は、経営としてのサトウキ

ビ作の効率性（収益性向上）が保証されて初めて定

着する。そのために必要な事項は、（ア）サトウキ

ビの単位収量の向上（イ）機械自体の高い稼働性の

実現（ウ）機械導入によって可能になる圃場の高度

な利用および（エ）労働力の高度な活用－である。

（ア）～（エ）の実現には、第一に現状の解析と、解

析に基づく利用高度化に向けたシナリオの構築が必

要である。構築に向けては、IoTの利用による実態

の可視化と関係者間での共有、問題点の摘出と解析

が効果的である。

　すでに開発されているIoTを使用したシステムの

実例としては、現在社会実装への道を歩んでいる

調査 ・報告
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資料：2019年ISSCT総会議事録30号掲載論文　吉峰拓海ら　pp.570–579より

図１　収穫機稼働管理システムを使用して作成した複数のケーンハーベスタの稼働状況

「収穫機稼働管理システム」が挙げられる。「収穫機

稼働管理システム」は、ケーンハーベスタの稼働状

況やトラクタによる作業の進捗状況などを可視化で

きるシステムで、今後の利用が期待される（図１）。

（２）製糖工場の稼働性向上に向けて
　製糖工場の稼働性向上は①一日当たり価値創出量

の増大と②稼働期間の長期化によってもたらされ

る。①一日当たり価値創出量の増大は原料となるサ

トウキビの糖度を中心とする高価値物質含有率の高

低、工場設備・操業技術の優劣によって決まる。②

稼働期間の長期化は収穫期間の長期化と連動する。

原料の成熟に季節性が高く、製糖工場は多くの場合、

作物成熟後の限られた稼働期間に多くの原料を処理

することで多量の製品を生産する必要があるため

に、原料総量の割には設備が大きく、設備過剰とな

ることが多いが、操業期間を長期化し得れば設備の

縮小が可能になり、設備過剰の回避につながる。原

料生産の面では、ケーンハーベスタの稼働率が向上

するために、導入台数を節約でき、イニシャルコス

ト（初期費用）の縮減につながる。また、労働の平

準化が可能になることによって、職能集団の養成、

生活の安定化につながり、経営規模拡大の技術的基

礎ともなる。一方で、工場稼働期間の長期化は、工

場操業に携わる季節雇用労働の雇用期間拡張により

製糖会社に賃金支出の増加を強いることになる。し

かしこのことは、地域経済の視点では、雇用労働の

一層の安定化（究極的には常勤労働化）につながる。

　①一日当たり価値創出量の増大を図るために、第

一に考えられるのが工場の製品歩留まりを下げる要

因の排除である。そのためには第一に、原料と共に

持ち込まれる土砂や非原料部位であるトラッシュの

最小化が求められる（写真１）。

写真１　�ケーンハーベスタ収穫時のトラッシュ
（梢

しょう

頭
とう

部
ぶ

や枯葉など）の混入状況
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　一方、製品歩留まりを上げるためのサトウキビ側

の要因である成分特性の向上は、品種改良と栽培法、

とりわけ施肥の内容によってもたらされる。具体的

には、高糖性品種を用いて窒素施肥を早い段階で終

了させることで、サトウキビ個体の増体が鈍化しそ

の分の光合成産物がショ糖として茎中に蓄積され、

ショ糖含有率が高まる。

　ただ良好な萌
ほう

芽
が

にはエネルギー源となるショ糖と

ともに、それを成長に転化させるための窒素分が必

要である。同一品種の場合、糖度と株出しの萌芽と

の間には基本的に弱い反比例の関係が認められるた

め、高糖に隔たり過ぎると萌芽が悪くなる。糖度の

高い原料の供給と株出し多収の基礎となる適切な萌

芽の維持には、蓄積されたショ糖と還元糖（注）・窒

素分などのバランスが取れていることが重要であ

る。ちなみに萌芽の良否は体内養分のほか、温度、

土壌水分の影響も受けるため、総合的な選択を要す

るところである。

　ケーンハーベスタ稼働期間の長期化は原料サトウ

キビの糖蓄積の早期化と晩期化が基本条件となる。

また、南西諸島のように降雨日の多い季節に収穫を

実施している地域では、土壌水分の高い圃場でも稼

働可能でかつ作物を損傷しない収穫・運搬機械の利

用が必要である。糖蓄積の早期化・晩期化は品種特

性の改変と窒素施肥の工夫によって達成される。生

産者は製糖操業期間・収穫期間の長期化に伴って、

収穫計画を立てることが必要であり、実施しようと

する収穫時期に適した複数の品種を用いることが必

要である。

（注）�還元糖はショ糖の晶析阻害物質であるとともに成長
のために必要な物質である。

（３）作物の高度利用に向けて
　サトウキビ産業の持続的な発展は、地球環境の保

全に沿った形での人類に必要な物資（食料・エネル

ギー・繊維質製品など）の継続的な安定供給の確保、

および他産業と比べて遜色のない収益性・快適性の

確保によって安堵される。それを満足するために必

要な事項は、これまでに述べたように、高度な機械

化一貫サトウキビ生産体系の確立である。

　地球環境保全の目標に沿った物資の継続的な供給

に向けてはこれまで述べてきたことに加え、作物の

高度利用が必要である。作物の高度利用に向けて考

えられることは、砂糖生産および（バガスを用いた）

蒸気・電力生産、加工燃料生産に加え、茎中に蓄積

された還元糖を中心とする未利用成分を原料とした

エタノール生産、繊維質を利用した繊維質製品（バ

イオプラスティック、布製品、紙製品）、糖蜜やワッ

クス成分を用いた化学製品（薬品を含む）の生産で

ある。また、梢頭部など、非原料部位の利用も重要

である。究極の施設・機械・作物の高度利用は周年

収穫・周年操業に基づくサトウキビの多段階利用で

ある。

　一年を通して温暖で比較的雨量が多く、かつ生産

規模が比較的小規模な南西諸島のような生産地域で

は、土壌水分の多い圃場での円滑な稼働を保証しう

る農業機械が導入されれば、品種の改良は可能であ

ると思われるため、究極の高付加価値生産である周

年収穫・多段階利用によるサトウキビ総合産業が創

出される可能性が高い。これについてはまた、別の

機会に述べようと思う。

７ ．南西諸島におけるサトウキビ生産の現状
と問題点

（１） サトウキビ生産に関係の深い南西諸島
の気象の特徴

　南西諸島のサトウキビ生産は、製糖工場の置かれ

ている地域で言うと、北から、鹿児島県が種子島、

奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島、

沖縄県が伊平屋島（含蜜糖を生産している。以下「含」

と記載）、伊是名島、伊江島（含）、沖縄本島、久米
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（２）サトウキビ生産の現状と問題点
　（ア）南西諸島におけるサトウキビ生産の現状
　データは省略するが、南西諸島各地で栽培面積、

生産量、生産従事者がそろって減少している。どの

作型も単位収量は低い。ハーベスタ収穫が80%を

越えており、世界的にも機械化が進んだ地域であり、

機械化一貫栽培体系を通じた高収量・高収益経営が

世界のどこよりも強く求められる地域である。表１

に令和元年期の南西諸島各地における生産状況を示

す。

島、粟国島（含）、北大東島、南大東島、宮古島、

伊良部島、多良間島（含）、石垣島、西表島（含）、

小浜島（含）、与那国島（含）、波照間島（含）など

の島々で各地域の基幹的産業活動として行われてい

る（図2）。ケッペンの気候区分では温帯湿潤地帯

にあるが、島
とう

嶼
しょ

であり、海流の影響で低温になり難

く、一般的には、霜の降りる種子島を除き、亜熱帯

性の気候であると言われる。種子島と奄美大島の間

に生物相で温帯と亜熱帯を分けている渡瀬線（注）が

引かれていることを知っておきたい。降雨には季節

性が認められ、基本的には夏に雨が多いが７月は晴

天が続くことが多く、干ばつ被害が頻発する。また、

各地に梅雨と言われる雨季が存在する。南西諸島南

部八重山諸島の梅雨は早く（５月９日～６月29日）、

最北の種子島（５月31日～７月14日）との間には

20日ほどの差異が認められる。この気象上の差異

は陽光の豊かな夏場における土壌水分の多寡を示唆

しており、サトウキビの生育への影響が大きい。梅

雨時期の差異は土壌の特性と共に、最北の種子島の

単位収量が他のどの地域より多いことの主因である

と筆者は考えている。この梅雨の雨を上手く利用す

ることは南西諸島におけるサトウキビの安定多収栽

培の要点の一つであることを覚えておきたい。いず

れの地域も、冬は低温で、降雨量は少ないが雨天日

または曇天日が多い。

（注）�屋久島、種子島と奄美群島の間に東西に引かれる動
物および植物の区境界線。

渡瀬線

図２　サトウキビの主な生産地域
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表１　地域別の生産状況とその特徴

種子島
・�新植に加えた2回の株出し継続（３年３作）で、７t/10a程度の栽培が長く続いている。
・原料茎収量は南西諸島の中では高い。
・令和元年期の全作型での単位収量は6,113 kg/10aである。
・�低温期が早く来るため在圃期間が短く、甘蔗糖度（製糖歩留まり）は13.03（11.15）%と低い。

奄美地域
・毎年の安定した低温で甘蔗糖度（製糖歩留まり）は14.48（12.55）%程度と比較的高い。
・毎年のように夏が少雨で水が不足する時期があり、茎の伸長が停滞することが多く少収。
・春植えと株出しの蔗茎収量は特に低く、全作型平均の単位収量も5,221㎏/10a程度と低い。

石垣島
（南西諸島最南部）

・�単位収量が低い（5,176 kg/10a）とともに、冬に降雨日が多いことで円滑な機械収穫が実施
できず工場の操業がしばしば休止するという大きな問題点を抱えている。
・�かつてはハリガネムシなどの食害で株出しの実施が困難であったがベイト剤の普及で克服して
いる。
・圃場から流出した土砂が沿岸水域を汚染することが大きな問題となっている。

宮古島
・株出しの少収が大きな課題。
・全体的にも単位収量が低い（4,776 kg/10a）。
・�山のないこの地域では地下ダムに水源を頼ることが多く、サトウキビ圃場からの余剰窒素が硝
酸態窒素として地下水を汚染しているという問題が大きい。

南・北大東島

・この数年、単位収量の向上が顕著。
・令和元年期の単位収量は南大東島で8,151 kg/10a、北大東島では7,374㎏/10aと県内随一。
・�気象の影響が大きいが、それに加え長年月にわたって主導品種であり続けたF161に代わり、
現在では多収性の品種RK97‒14などが主導品種として用いられることも重要な要因の一つ。
・大型・中型のハーベスタを基盤とした機械化栽培体系がその中心。

沖縄本島地域

・都市化が進み、他作物への転用も進められている。
・一筆の圃場面積は狭小で圃場は傾斜している。
・�国頭マージ、島尻マージ、ジャーガルなどの土壌に分かれ、それぞれ肥培管理に特徴的な個性
を与えている。
・都市化、兼業、転業への対応が課題である。

資料：筆者作成

　台風・干ばつに比較的強いために安定多収を期待

して実施されることの多い夏植えの収量が全体的に

低いことが大きな問題である。春植えも株出しも少

収である。

　令和元年期の島別作型別の単位収量を表2に示し

た。夏植えの単位収量は10アール当たり8トン、

９トンを期待するところから見ると極めて低い。春

植えは干ばつや台風被害を受け易く、より少収であ

る。株出しは低温期に高糖度のサトウキビを収穫す

ることもあって萌芽が悪く低調で、春植えと同程度

である。

　どの地域も、春植えは１月～４月、夏植えは8月～

10月に行われる。栽植密度は2芽苗で10アール当

たり3000本程度、世界の多数例に比べると疎植で

ある。収穫は、低温期に当たる12月～翌４月まで

のおよそ100日間程度で行う例が多い。製糖工場

の操業開始は早い工場で12月から、操業終了は遅

い工場で４月末頃である。令和元年期の操業開始は

一番早かったのが南大東島で12月３日、操業終了

が最も遅かったのは伊良部島の４月24日であった。

操業期間はいずれの工場も短く100日程度という

季節産業である。甘蔗糖度は南大東島（13.89%）

や種子島（13.03%）で低く、中央部に近い奄美大

島（15.19%）や久米島（15.13%）では比較的高

い。収穫後の品質劣化は、集荷管理が良く収穫から

搾汁までの時間が短いこともあって深刻な問題には

なっていない。適切な収穫時期については株出しの

萌芽のこととも合わせ、より深い検討が必要である。

　植え付けから収穫までの肥培管理などについては

公的機関によって栽培指針が作られ、生産農家はそ

れに沿う意識の下で栽培を実施している。80～90

馬力程度のトラクタとけん引型のプラウ、サブソイ
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ラ（写真2、３）などによる心土破砕、深耕（土の

反転は避けた方が良い場合も多い）および耕起をし、

ロータリー型の砕土機（写真４）で砕土した後に全

茎式のプランタ（写真５）で植える（ハーベスタを

用いた苗生産が可能で省力効果の高いビレット型の

プランタが導入・普及され始めている）。あるいは

リッジャーで植え溝を掘り、人力で植える。深植え

は行われず実質的には10～20センチメートル程度

の浅植えである。その分高い培土で補っている点が

特徴であるが、この習慣は株上がりが生じる原因の

一つでもある。収穫はケーンハーベスタによること

が多い。

　（イ） 南西諸島におけるサトウキビ生産の問題点
克服の方向

　南西諸島のサトウキビ生産には機械化一貫作業を

基本とする栽培体系が必須であると述べた。同時に

島嶼地域であることが特徴の南西諸島の圃場は狭小

で大部分が海に向かって傾斜しているとも述べた。

圃場が狭小で傾斜地が多いことは機械化一貫栽培体

系の観点では不利なことを意味する。また、地域総

体として、観光が重要な産業であり、島がサンゴ礁

に囲まれていることは、土砂流出が海浜汚染として

地域経済上の問題になり易いことを意味している。

その中で基本的に世界標準より遥かに単位収量が低

く、その向上が当面の課題であるとも述べた。この

節ではその具体的な姿を述べようと思う。

　まず前提としたいのが、土砂流出の最小化である。

サトウキビを作ることによって他の大きな収入源に

傷をつけたのでは元も子もない。そして飛躍的な省

力化・軽労化である。人は労苦を避けたいものであ

るし、重労働や多忙な作業の連続では担い手は他産

業に流出する。不安定な雇用は社会の安定的発展を

損なう。さらに、経営の向上・収益の向上が必要で

ある。豊かな生活が望めなければ経営の存続は困難

である。上記のいずれにも有効なのが株出しの多収

表２　島別栽培型別の単位収量（令和元年期）
（単位：㎏/10a）

夏植え 春植え 株出し

種子島 7,627� 6,325 5,850

奄美大島 6,065� 4,341 4,254

喜界島 7,473� 5,677 5,505

徳之島 6,410� 4,720 4,854

沖永良部島 7,305� 4,514 4,604

与論島 8,381� 5,588 6,022

沖縄本島北部 4,739� 3,383 3,536

北部離島 6,337� 3,333 4,406

沖縄本島中部 6,080� 4,094 4,192

沖縄本島南部 7,441� 4,496 4,729

南部離島 8,401� 6,673 6,697

宮古本島 6,307� 3,325 4,069

宮古離島 6,336� 3,833 4,001

石垣島 6,578� 4,659 4,241

八重山離島 6,133� 4,174 3,919
資料：鹿児島県、沖縄県「さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」を基に筆者作成
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写真５　深植え型の全茎式プランタ
資料：ヤンマーアグリ株式会社のカタログより

写真４　ロータリー型砕土機
資料：ヤンマーアグリ株式会社のカタログより

写真２　けん引型ディスクプラウ
資料：ヤンマーアグリ株式会社のカタログより

写真3　サブソイラ・パワーハロー一体型深耕機
（アタッチメントの前部がサブソイラ、後部がパワーハロー）

資料：ヤンマーアグリ株式会社のカタログより

化・長期間連続化である。

　それを省力化・軽労化への影響が高い、高度な機

械化で実現するのがその基礎である。経営向上のた

めには高度な機械化を最小限のコストで実現するこ

とが必要であり、それを可能にするのがIoTの活用

である。さらには収穫期間の長期化に基づく、作業・

圃場利用の周年化もそれに貢献する。製糖工場の稼

働高度化への効果も大きく、それは収穫・操業期間

の拡張から始まる。収穫期間を前進的に拡張すれば、

ハーベスタなどの高額な機械の稼働性が確実に高ま

るし、オペレータなどの専門性が高まり職業として

の安定性が向上する。また、比較的暖かい時期に収

穫できるので株出しの萌芽および初期生育が向上す

るため、多回株出し安定多収化にも適している。

　しかし、何よりも南西諸島における持続的なサト

ウキビ生産の必須事項である機械化栽培体系下での

多回株出し多収栽培には、それに適する品種の利用

が必要である。すでに、茎が細く、トラッシュ率・

繊維分は高いが高糖性の「はるのおうぎ」、また、

糖度上昇時期は遅いものの株出し多収性が優れる

「RK10－29」などの品種、および有望系統が開発

されている。太茎で高糖・低繊維・トラッシュの少

ない既存の品種に機械化栽培体系下での多回株出し

多収性が望み難いとしたら、その特性に多少の不足

感はあってもそれを許容することが必要かもしれな

い。そのことを直面する問題として検討すべき時期

に来ている。そして、それを総合的に実現するため

に必要なのが、ケーンハーベスタによる優良種苗の
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収穫・調製、ビレットプランタによる植え付けの機

械化一貫栽培体系である。

８． ケーンハーベスタ・ビレットプランタに
よる栽培体系を実現するために必要な技
術上の要点

（１）機械の開発と改良
　ビレットプランタ（写真６）の活用のためには、

機械の開発と改良が必要である。その要点は以下の

通りである。まずは、現状の作溝・植え付け体系で

の発芽率向上、そして30センチメートル程度の深

植えを可能にする「深植え型ビレットプランタ」の

開発である（写真７）。深植えの場合、ともすると

大雨に遭遇して苗が土に埋まって窒息してしまう危

険があるため、作溝・植え付けと共に排水溝の機能

を備えていることが必要であることは、前編で述べ

た。また、現状では苗の置床の確実性（注）が低いの

で向上することが必要である。

　一方、ハーベスタによる種苗の収穫・調製である

が、裁断長が短いと芽子の損傷が多いため、多節苗

を前提とした長めの種苗の方が良い。しかし、苗が

長いとかさが増え、運搬距離が長い場合は問題であ

る。苗とするサトウキビの生育に対応しうる苗長の

可変化が必要である。

　さらに、ビレットプランタによる植え付けに際し

て現時点での欠点は、ハーベスタでの種苗採取・調

製からビレットプランタによる植え付けまでの間

に、人力による作業が挟まることである。採苗から

植え付けまでのすべての工程で手数のかかる人力作

業を最小化することが普及の鍵となるであろう。具

体的には、（ハーベスタでの種苗採取・調製とビレッ

トプランタによる植え付けは１～2人で作業可能で

あるが）苗運搬に、距離や運搬数量に応じた時間、

人員、トラック数、ドライバー、クレーン要員が必

要となり、植え付け規模で変化する苗量と苗生産圃

場と原料生産圃場の距離、保有機器により、必要人

数や所用時間が異なり、効率的作業遂行が制限され

ることが問題である。原料生産圃場への距離を短く

する苗生産用圃場の分散設置や、１日の植え付け規

模や作業量を定型化するなどで解消が可能であろ

う。全般にクレーンが必要なことも含め製糖期の

ハーベスタ原料の集荷方法を応用するなど、採苗し

たビレット苗をいかに迅速簡便にビレットプランタ

に搭載するかが普及の鍵である。

（注）苗が植溝に着実に落ちること。

写真６　ビレットプランタ 写真７　 ビレットプランタによる苗の置床状況
（浅植えである）
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（２）苗畑の設置とその高度利用
　健全種苗の低コスト生産には種苗採取後の原料茎

圃場としての利用を前提として苗生産用圃場を設置

すると効率性が高い（写真8）。春に収穫する春植

え用、夏に収穫する夏植え用、ともに発芽勢の高い

若い茎を収穫することを前提としたい。茎数は多い

方が良い。節間長は短くありたい。

　種苗に適した若い茎を収穫した後の萌芽は原料茎

を収穫した後の萌芽と比べ萌芽数、その勢いともに

遥かに高いのが普通である。株出しの多収・多回化

による植え付け面積の節約により、実質的な種苗生

産コストは大きく縮減することができる。

（３）採苗から植え付けまでのシステム化
　ビレットプランタによる植え付けの場合、ハーベ

スタによる採苗から植え付けに至る工程から、人力

作業を排除することが肝要であると述べた。ハーベ

スタの改良と操作技術の向上、ビレットプランタの

改良と共に、その間をつなぐ機械の開発、そして全

体工程の一貫機械化が必要である。

（４）ケーンハーベスタの長期間利用
　高額な機械を必要とするケーンハーベスタ・ビ

レットプランタによる植え付け体系の普及には機械

整備コストの低減が重要であるが、そのためには整

備する機械の台数を節約することにつながる作業期

間の長期化すなわち作業分散が有効である。このこ

とは同時に作業に当たる人員の収入安定にもつなが

り、専門性の強化による技能の向上も期待される。

収穫期と植え付け期が重なる場合、円滑な作業の実

施には多数のケーンハーベスタが必要となり機械整

備コストの上昇に直結する。ケーンハーベスタの効

率的な稼働には、収穫期を避けた植え付け時期、す

なわち現行の収穫期を前提にした場合は夏植えの振

興が有効である。夏植えによる多回株出し安定多収

栽培が求められるゆえんである。品種の選定などに

際して留意すべき事項である。

９ ．南西諸島における多回株出し安定多収栽
培～目標とする機械化一貫栽培体系のモデ
ルケースの概要～

　多回株出し安定多収生産の要点は株出し多収性品

種を利用することを前提に、①深く植え付けて根圏

土壌容量を多く確保すること②株上がりを最小化す

るために培土高を低く抑えること－である。土壌の

肥沃度が高ければその効果は一層高まる。その上に

③良質苗を使えるよう苗生産圃場を設置できればな

お良い。

　以下は南西諸島が目指すべき望ましい姿として深

植え用のビレットプランタによる植え付けを前提と

する機械化一貫多回株出し多収栽培の工程概要のモ

デルである（図３）。ここで示す工程概要の要は、

苗生産用の圃場を設置し、苗の採取後にそれを株出

しに移行して原料用サトウキビの生産圃場にしよう

とするところである。実際にはこの内容を肝に、経

営の実状に合わせてできることから始めることにな

る。

≪苗生産用圃場≫
　①　圃場の準備
　苗収穫後に多回株出し（株出しからは原料生産用

圃場として４回程度継続するために）での原料生産

を実施することを前提として、株上がりの抑制に有

写真８　 苗生産圃場におけるケーンハー
ベスタによる採苗の様子
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　⑥　施肥・培土
　収穫後の適切な時期に施肥・培土（10センチメー

トル程度厚）を実施する。

　⑦　収穫
　株出し処理からおよそ１年後に株出しの収穫を実

施する。出来る限り速やかに株出し処理を実施して

第2回株出しに移行する。これを４回株出し程度ま

で繰り返し継続する。

用な深植えを行うために圃場の深耕が必要である。

圃場の深耕には、心土破砕が可能なサブソイラ・

リーパー、プラウの利用が有効である（写真2、３）。

土壌の保全に不耕起型栽培の有用性が高いと思われ

ることから、リーパー・パワーハロー（またはロー

タリー）一体型の部分深耕機による部分深耕の有用

性が高いと思われる（写真３）。元沖縄県農業試験

場宮古島支所長の大城正市氏の提唱以来途絶えてい

る減耕起栽培を部分耕起による省力的多回株出多収

生産と置き換えて検討したい。

　②　種苗生産用圃場の植え付け
　種苗採取後は原料生産用株出し圃場となることか

ら、株上がりの抑制に有効な深植えが必要である。

深植えでは、発芽前の降雨による湛水害、クラスト

の形成による発芽不良が危惧されることから、排水

溝作製機能を備える深植え型のビレットプランタの

開発と普及が必要である。採苗は黒穂病などの病害

発生がなく生育の良い新植圃場を対象とすることが

重要である。

　③　施肥・培土
　種苗となる茎の発芽勢を向上するために必要な窒

素施肥の充実を前提とした通常の肥培管理（平均培

土）を実施する。

　④　種苗の採取と調製
　ショ糖の蓄積が不十分な（発芽勢を向上するため

に必要な還元糖や窒素分が多い）うちに種苗として

収穫するため、植え付け後９～10カ月で収穫する

ことが必要である（採苗時期から逆算して種苗生産

圃場の植え付け時期を決める）。種苗の採取はケー

ンハーベスタで行う（写真8）。種苗採取後は原料

生産用の株出し栽培に移行するために、刈り取りは

地際で行い、全節を種苗とする。採取した種苗は原

料生産用圃場に深植え型のビレットプランタによっ

て植え付ける。

　⑤　株出し処理
　施肥・中耕など（畦

うね

間
ま

の心土破砕ができればより

良い）を実施して原料生産用の株出し栽培に移行す

る。覆土は10センチメートル程度の厚さとする。

トラッシュの処理を実施する場合、ハーベスタ収穫

により散乱した枯葉、梢頭部などを土壌中にすきこ

みつつ作業ができる機械、例えばスクープの利用が

有効である（写真９、10）。

写真９　株出し管理機

写真10　中耕作業機械（スガノスクープ）
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≪原料生産用圃場≫
　⑧　植え付け
　排水機能を備える深植え型ビレットプランタを用

いて良質・健全な種苗を原料生産用サトウキビ圃場

に30センチメートル程度の深さで植え付ける。種

苗の採取から植え付けまでの作業をすべて機械化す

ることが肝要である。栽植密度（植え付け種苗数）

は発芽率などを勘案して高く（多く）する。

　⑨　施肥・中耕・培土
　施肥・中耕、さらに施肥・培土を実施した後、お

苗生産用圃場

原料生産用圃場

①圃場の準備 ②植え付け ③施肥・培土 ④種苗の採取
と調製 ⑤株出し処理

⑥施肥・培土
⑦収穫

※⑤～⑦を４
回程度繰返す

⑧植え付け⑨施肥・中耕、
施肥・培土

⑩収穫・株出
し処理・施肥
※⑩⑨を４回
程度繰返す

苗生産用圃場は苗採取後、
原料生産用圃場となる

図3　目標とする機械化一貫多回株出し多収栽培の工程概要

よそ１年後に新植の収穫を実施する。

　⑩　収穫・株出し処理・施肥
　収穫に際しては地際刈り取りを心掛ける。原料茎

として必要な糖度と株出し萌芽との均衡のとれた糖

度の茎が収穫できるように留意する。原料サトウキ

ビの収穫後はできるだけ速やかに施肥・株出し処理

を実施して第１回株出し栽培に移行する。これを４

回株出し（５回目の収穫）程度まで繰り返して継続

する。

おわりに　�
第１章を閉じるにあたって
　南西諸島のサトウキビ圃場では干ばつや、台風に

よる被害が頻発する。生育の早い段階で台風に遭え

ば茎の折損が多発するし、後期に遭えば生葉の傷害

で糖度上昇が停滞し、茎の伸長も止まる。生育旺盛

な夏期に頻発する干ばつは茎の成長を阻害する。日

本の品種は低温を糖度上昇の契機としているもの

の、収穫期の気温はサトウキビの生育適温と比べて

かなり低く、株出し多収のための良好な萌芽と初期

の生育を阻害する。いずれも少収の要因である。萌

芽期の低温と生育旺盛期の干ばつ、そして台風、サ

トウキビからみた南西諸島は、世界的にも不良な環

境であると言わざるを得ない。

　そのような中、収量の向上と安定に向け、適切な

肥培管理、すなわち適期・適管理が言われて久しい

が、その実施は容易ではなく、単位収量が低く不安

定でかつ株出しの継続回数が少ないという苦境に改

善は見られない。さらに昨今、後継者が育たず、生

産者の高齢化もあって担い手が減少し、その結果と

して収穫面積も生産量も減少を続けている。この苦

境を克服して産業を持続的な発展に向けるため、後

継者を育てるためには、豊かな明日を展望できるサ
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トウキビの今日を創ることが必要であろう。今日を

明日につなぐことのできる適切な管理とはどんなも

のだろうか？老若男女が実施しやすいもの、しかも

そこに産業史の最前線があるはずのものであろう。

省力的で効果的な肥培管理のあり方に向け、もう一

度サトウキビの特性の深部から考えなおす必要があ

ると思われる。

　こうした中、ハーベスタの普及が8割を越えて収

穫の軽労化が進み、作業への従事時間は飛躍的に短

縮している。また、省力化の切り札ともいえる多回

株出しの実現に向け、画期的な株出し多収性を備え

る品種「はるのおうぎ」が育成され、株出し多収が

特徴の有望系統「RK10-29」が開発されている。

そのような、いわば闇の中の光明とも言える状況を

受け、この稿では苦境からの脱却に始まり、後継者

の確保、未来への持続的な発展に向けた道筋を描い

てみた。

　具体的な、骨太の方針を立てるためには、ともす

ると経験に頼りすぎ、帰納法的結果に依拠し過ぎる

中、物事の始まり、産業のそもそも、すなわちサト

ウキビの特性の深部、地域の自然環境・社会的環境

の特徴についての深い理解が必要である。本稿がい

ささか理屈に過ぎ、遠回りとも思える思考を続けて

きたのはそれ故である。お許し願いたいと思う。

　次の稿である第2章では、本提案の主目的である

島ごと・地域ごとの取るべき行動について、できる

限り具体的で実行可能性の高い方法を「南西諸島各

地における省力的な多回株出し安定多収栽培の要

点」として提案する予定である。不足や分かり難い

点、異論については生産の現場で、現場の方々と意

見を交換できればと願っている。
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