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総説

我が国における熱帯・亜熱帯果樹栽培研究の現状と方向

第 1部:世界の三大美果とマンゴー

米本仁巴ネ

争11内南方系果樹研究所 宇 061胆0600北海道機戸I1m浦臼町字オサツナイ 315・131
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緒 雷

第四代躍摩藩主島津光久公が 1659年に山川郷福元

(現指宿市山111福元)に御薬留を開設してレイシとリュ

ウガンを導入し， 1751年には大隅半島の伊座敷(現

肝属郡南大関町佐多伊陸敷)にも御薬醤を開設してレ

イシと 1)ュウガンを栽培させた(右畑， 1997a). おそ

らく，これが我が国での熱帯・亜熱帯果樹の導入・栽

培の始まりであろう.明治中期から昭和初期にかけて

は，我が関の海外進出，とりわけ南方方面への進出の

影響から，国の機関や個人の努力により様々な熱帯果

樹が導入されている.

パイナップルは最初に我が国で経済栽培された品目

で， 1866年にオラン夕、の漂流船により石垣島に持ち

込まれた(小那覇， 1984). 1927年に‘スムースカイ

エン， (Samson， 1980) が沖縄県に導入され，その後

台湾やハワイから多くの種，品種系統が導入された

沖縄県石垣市にある匝際農林水産業研究センターで

は， 1972年からパイナップルの種，品種系統の収集

を開始し， 1977年時には 117系統を遺伝資漉として

収集した(古賀・工藤， 1977). この時期に収集され

た遺伝資漉の中から交配育種された優良品種が，現

在の沖縄パイナップル産業を支えている.また， 1970 

年代のミカン価格の低迷から，様々な代替作物として

熱帯・亜熱帯果樹類、が導入され，石畑 (1988) は我が

国に 90種余りの熱帯果樹が導入されたと述べ，その
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中で主要な品誌としてマンゴー，パイナップル，バナ

ナ，アセロラ，フェイジョア，グアパ(ノTンジロウ)， 

スターフルーツ，J'¥ッションフルーツ(クダモノトケ

イソウ)，レイシ， リュウガン，ノtパイア，アボカド

などをあげている.その後も導入が続き， 2002年時

点で我が国に導入されている熱帯・亜熱帯果樹類は

39科， 78属， 134種， 438品種である(石摺 2002). 

温搭果樹とカンキツの栽培研究に特化した我が鴎で

は，パイナップル以外の熱帯果樹の栽培研究はほとん

ど行われず，現在注目を集めているマンゴー以外は極

少数種が経済栽培されているに過ぎない.岩佐(2001)

は著書 f図説熱帯の果樹jの緒言で，我が屈での熱帯

果樹に関する研究は欧米諸閣から格段に遅れており，

今後は熱帯果樹に対する我が国独自の展望を国らねば

ならないと提言している.

そのための基礎知識として，これまで我が国で行わ

れてきた熱帯果樹に関する研究を掘り起こし，記錦に

残しておくことが重要と考え，各種加に，我が国の研

究者及びその指導のもとで行われた研究成果を紹介し

たい.

1.我が国の熱帯・亜熱帯果樹の栽培研究の現状

1.栽培に関する著書

緒論で、も触れたとおり，我が留の研究者が熱帯果樹

の栽培研究を本格的にはじめたのは，大正から戦前

までの台湾においてで，ネ嬰井(1923)が著書 r!'¥イン

アップルjを台湾総督府内南洋協会台湾支部から，

黄島 (1939) は著書 f台湾に於けるアボカードjを台

湾総督府農業試験所葉報として報告している.近年

では，岸本 (1975) がタイの熱帯果樹生産について，

Kishimoto and Ishihata (1982a) がフィリピンの熱帯

果樹栽培状況について， Kisimoto and Ishihata (1982b) 
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が国内の熱帯果樹産業の現状について報告しており，

この頃から日本人研究者が再び熱帯果樹の研究に取り

組み始めた.その後は，比嘉 (1986)，小那覇(1986)

が熱帯果樹について盟芸学会シンポジウムで報告し，

石畑 (1988) がわが匿の熱帯・亜熱帯性果樹の生産と

問題点、について，宇都宮 (1989)が東南アジアで生産

される熱帯果実の形態，成分，貯蔵性について，安富

(1994) が熱帯果樹の施設栽培上の開題点について，

岸本 (1998)が熱帯果樹の生産をめぐる課題について，

弦間 (2002) が熱帯果実の収礎後の生理と保蔵・鮮度

保持技縮の現状について，米本 (2006a) が温帯にお

ける熱帯果樹類の栽培技術確立について，日本熱帯農

業学会のシンポジウムで報告と提言を行っている.

熱帯果樹栽培技術書としては，農山漁村文化協会

(1984， 1989) が f熱帯果樹栽培農業技術大系果樹

編特産果樹jを，岸本・石畑 (1996) が著書 f熱帯

果樹と樹木作物Jを，大東が著書 f熱帯果樹栽培ハ

ンドブック.1 (大東， 1996)， rパイナップ)1.--.1 (大東，

1997a)， r熱帯栄樹とその利用.1 (大東， 1997b)， rバ
ナナ.1 (大東， 2000) を，農山漁村文化協会 (2000)

が『果樹園芸大百科 17熱帯特産果樹jを，石畑が f興

南鹿見島の熱帯・亜熱帯果樹.1 (石畑 1997b)，r熱
帯果樹マンゴー栽培の新技術.1 (石畑， 2000) を，翁

長・外聞 (2005) が fつぶやき(マンゴー編)パート

2.1を，米本が『新特産シリーズ アボカド.1 (米本，

2007)， r新特産シリーズ マンゴ-.1 (米本， 2008)， 

f熱帯果樹の栽培.1 (米本， 2009) を著している.間苧

谷 (2005)，日本果樹種苗協会 (2006)，宇都宮(1991)

らも一部熱帯果樹に関する解説を行っている.

我が国の大学等研究機関が共同で、行った熱帯果樹の

研究では，苫名ら (1993) が『熱帯果樹類における生

殖構造とその機能性に関する研究jを行っており，そ

の後は杉浦ら (2002) が f熱帯果樹類の生殖機構にお

ける適応戦略の比較研究jを行っている.熱帯果樹の

病害に関する著書として f熱帯の果樹と作物の病害J
(渡謹， 1980)がある.

我が国の熱帯果樹の栽培研究に参考となる海外の著

書に Fruits01防'armClimate (Morton， 1987)， TroPical 

Tree Fruits lor Australia (Queensland Department of 

Primary Industries， 1984)， TroPical Fruits (Nakasone 

and Paull， 1998)， TroPical Fruits (Samson， 1980)， 

Manual 01 TroPical and Subtropical Fruits (Popenoe， 

1974)， TroPicα1 and Subtropical Fruits (Nagy and 

Shaw，1980)がある.

2.熱帯果樹紹介の著書

熱帯果実の図鑑的著書として，照屋 (1942) は『熱

帯果樹類鴎説.J，渡辺 (1945) は『南方国有用植物図

説L中村は f南方留の熱帯果1昔日 (1943) と『世界果

樹国説.1 (1978) を著している.橋本(1977) は fブ

ラジルの果樹』を，岩佐は『東南アジアの果樹.1(1973)， 

持品帯の果物誌.1(1984)， ml説熱帯の果樹.1(2001)を，

熱帯植物研究会(1986) は f熱帯植物要覧jを著して

いる.この地に木村(1979) は f熱帯動植物友の会:

原色図説熱帯果樹』を，小寺 (1985)が『中南米の主

要熱帯果樹.1，天野ら(1988)はfくだもの天国 フルー

ツライフの楽しみJ，小島 (1989) は『熱帯の果実.1，

名古屋市東谷山ブルーツパーク (1993) は『世界の熱

帯果樹温室熱帯果樹要覧.1， Ke (1997) は fベトナ

ムの果実熱帯果樹と果実.J，土橋 (2000) は f熱帯

の有用果実.J，正木 (2001) は f輸入ブルーツハンド

ブック.J，女子栄養大学出版部は『食品図鑑.1 (2006) 

と f五訂食品成分表.1 (2003) を，海洋博覧会記念公

園管理財団 (2009) は『色と手ざわりで探せる熱帯果

物図鑑Jを著している.また，伊藤 (1991)，小}JI (1999， 

2000) は多数の熱帯果樹に含まれる化学成分について

報告し，農山漁村文化協会 (2010) は『地域食材大百

科Jで熱帯果樹の利用法について報告している.

本報告は 3部構成とし，それぞれの部で、とりあげた

果樹は以下の通りである.

第 1部世界の三大美果とマンゴー:マンゴスチン，

パイナッフ。)1.--，チェリモヤ・アテモヤ，マ

ンコー

第2部 わが鴎で栽培されている主な熱帯果樹:パ

ナナ，ノ¥J¥イア，ノfッションフルーツ，サ

ンカクサボテン(ピタヤ)

第 3部 その他のマイナー熱帯果樹:アボカド，ア

セロラ，グアノ"，スターブ)1.--ーツ，レイシ・

リュウガン，シロサポテ， ドリアン，マカ

ダミア，カシューナッツ，ピタンガ，ラン

ブータン，レンブ，サポジラ，タマリンド，

スイショウガキラインドナツメラジャック

フルーツ，カカオ，コーヒー

第 1部世界の三大美果

マンゴスチン (GarciniamangostanαL.，オトギリ

ソウ科，マラヤ原産)

マンゴスチンは無配偶生殖を行い，種子は無性肢で，

種子繁嫡されるのが一般的である. しかし，実生苗で

は結実までに 8年近くを要するが，接ぎ木苗では結実

期に達するのが早い. Hassan (1990) がマンゴスチ

ンの栄養繁殖法について検討し，そぎ芽接ぎ法での活

着率が 77.5%と良好で、あったこと，挿し木では発根率

が極めて低かったと報告している.久保田ら(1998)

は，二酸化炭素濃度を高めた人工気象室内での光独立

栄養培養でマンゴスチンの大量増殖が可能であると報

告している.

マンゴスチンの種子の発育段階の観察から，種子は

アポミクシス(無配偶生殖)で形成され，内珠皮由来

の種皮内部で発達し，発達した種子の内部には前形成
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層とシュートおよび幼根康基が両極側に存在し，表皮

付近の組織に高い発芽能力があり，種子発達過程で発

芽部位が決定される(新出ら 2005) ことが推察され

ている.Yapwattanaphun et al. (2007) も，開花後の

果実発育段階別に種子の形成・肥大を観察し，同様な

報告を行っている.米森ら (2006) はマンゴスチンの

成熟種子には旺が存在せず種子を分割した場合でも

それぞれの種子片が個体発生能力を有することから，

マンゴスチンの種子は塊茎のような栄養繁殖体に類似

していると報告している.小林ら (2007) は，珠皮に

生じる突起は開花6-7週後，誼径 5mmを超えた時点

より種子としての能力を得るとしている.

中村ら (2001) は種子の不定芽発生にエチレンが重

要な働きをすること，種子から効率的にカルスが得

られることを報告している. 植田ら (2003) は，In 

vitroで得られたマンゴスチン個体の生育促進には高

濃度の GAJ処理，高温，多湿条件， NH4N03施用が

有効であると報告している.

マンゴスチンは，近年高品質果実が高値で輸出され

るようになっている.また 生産地の国内市場I旬け出

荷でも品質の高い果実を生産することで高収益が得ら

れる(米本ら，2006). マンゴスチンではガラス玉果

肉とガム果肉の果実生理障害が販売上の大きな問題と

なっている.これらの果実障害は雨季に急増すること

から，過剰な水分が原因とされて来た.樋口ら (2007)

は乾季には日中に果実から樹体に向かつて水が逆流し

ていること，雨季でも一時的な強光時にはこの逆流現

象が観察され，一時的な靖れ捕の急激な蒸散に吸水が

追いつかない可能性を示唆している.

マンゴスチンの縮根の分布については近藤ら (2007)

が調査し，根長密度が主幹から離れるほど減少して

いることを報告している.また，米本ら (2007b) は

栽培土壌が強酸性でマンガン過剰の状態にあること

を報告している.福本ら (2010) はタイのマンゴスチ

ン23菌の土壌分析を行い，霊安性土壌ではアルミニウ

ム過剰が認められたが，これが直接関害を引き起こす

原因とは認められず，強駿性土壌が根の伸長抑制と養

分l吸収の抑制を招き障害果実の発生につながっている

と報告している. Higuchi et al. (2009) はスリップス

による巣皮被害果実でガラス玉果肉障害の少ないこと

から，エチルオレートを果面に処理することで果証言の

ワックス層を薄くすることことができ，その結果，ガ

ラス玉泉肉障害を軽減できたと報告している.香西

ら (2010) は果実障害の発生程度と農家の栽培管理の

違いを罰き取り調査したが 特定の要留は見いだせな

かったと報告している.

マンゴスチンでは収穫後にガクが繰色から赤色，褐

色に変色することで酪品価値が低下する場合がある.

片岡ら (2009) は収穫の遅れがガクの変色を促進し，

CPPUとGA:l処理でガクの変色を抑えられること，

収穫後にエチレン生成を促進するような環境に誼かれ

ることでガクの変色が促進されるのかもしれないと報

している. しかし， Kondo et al. (2002註)は果実の

発育過程でのアブシジン酸 (ABA)量の測定を行い，

ABAがマンゴスチンの果実成熟を促進することから，

マンゴスチンはノンクライマクテリック型果実である

と報告している.マンゴスチンの果実を 8
0

Cで低温貯

蔵すると抵温障害が発生するが， Kondo et al. (2002b; 

2004) は，果実の抵温障害を抑制する働きのあるポ

リアミン濃度はマンゴスチンでは果皮と果肉中では肥

大初期に高く，果皮では成熟期に再び増加し，果皮中

のポリアミンの減少がマンゴスチン果皮の老化に関係

していると報告している.

脇坂ら (2001) は， AFLP法でタイおよびインドネ

シアで栽培されているマンゴスチンおよび近縁野生

種の遺伝的多様性を調べた結果，マンゴスチンの遺

伝的変異が非常に少なかったことを報告している.

Yapwattanaphun et al. (2004) は，Garcinia属中 17種

のDNA解析を行い， G. mαlαccensisがマンゴスチン

の近縁種であることを報告している，また， Honsho 

and Yonemori (2004) もITSsequenceでの野生種の

系統分類を行っている.

/¥イナップJレ(Anαnαscomosus (L.) Merr.， /¥イ

ナップル科，ブラジル北部原産)

我が躍の熱帯果樹関係では，パイナップルに関する

文献が最も多い.熱帯農業学会誌の発刊当時からの文

献をみれば，江口(1958) がパイナップルの特性と栽

培法の中で，ハワイの収量に北べて台湾での収量が低

いことを指擁している.渡辺(1961) は，台湾でのパ

イナップル産業の歴史について報告し，以下に述べる

桜井(1958) などの研究成果が台湾でのパイナップル

産業発展の大きなきっかけとなったと述べている.沖

縄県はパイナップル生産に適した環境を有しながら

も，増殖用苗をとるための栽培であり，缶詰用原料生

産には改善すべき点が多い(渡辺 1958).渡辺 (1959)

は鹿児島県奄美群島がパイナップル生産の北限に位置

し，農家および行政が安易な認識で生産に取り組んで

いることに警鐘を鳴らし，池田 (1969) も産久島でパ

イナップル栽培を行うことの危険性を指摘し，新規導

入作物の導入に際してそれが失敗した場合に最後の責

任を負うのは農家であり，導入を漏った者の責任は追

及されないと厳しく批判し 原産地より不利な環境条

件下へ導入する場合にはその環境に適する品種の育成

を経なければならないと指摘している.

桜井 (1958) は，台湾で台鳳 1~3 号の優良系統が

育成されたこと，萎凋病を媒介するパイナップ)1.--コナ

カイガラムシが有機リン剤による種苗消毒で完全に予

防できることを報告し，復帰前の沖縄県のパイナップ

ルブームは外陣産に諜せられる関税が免除されている
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ことが大きな追い風となったことを指摘している.山

(1961) は第二次大戦後の沖縄県にとって缶詰用パ

イナップル栽培のもたらす経済効果は非常に大きい

が，輸出先が日本本土に限られ，そこでは台湾産との

競合があることから，更なるコスト引き下げの努力

が必要で、あることを指摘している. 1961年にパイン

缶詰輸入自由化が額議決定されたことを受け，渡辺

(1963) は沖縄県のパイナップル産業の安定化のため

には生産費の軽減，品質改善と政n守の租久的な保護政

策が必要であることを指摘している.渡辺 (1966) は

特別研究として「東蕗アジア諸国におけるパインアッ

プルの改良と技術交流の可能性に関する研究」と題し

て，ハワイ，台湾，マラヤ，フィリピンおよび沖縄で

のパイナップル産業の発達史について述べている.

熱帯農業学会雑誌に最初に見られる栽培研究に関す

る報告は，静岡県におけるビニルハウス栽培でのス

ムースカイエン群‘サラワク'の挿芽毘土の研究で，

水苔が最も良く，次いで、砂が良かった(村自， 1960) 

と報告している.また，村田(1962) は静隣県での栽

培では‘スムースカイエン'より ‘アマレーロ'の方

が適していることを報告している.渡辺 (1962) は香

111大学での栽培試験から，国内生産では高品質な生果

生産を行う以外に経済栽培は成り立たないと指摘して

おり，現在の沖縄県の缶詰加工から生食果実生産への

変化を既に予苦していた

沖縄県におけるパイナップルの花芽誘導は，夏実に

集中する収穫期のピークを分散し，冬実の収穫のばら

つきを少なくする目的で実用化が検討された.パイ

ナップルの自然花芽分化は冬季の低温によることが渡

辺(1935) により報告されている.誘導的自然条件下

にある低温期には，ナフタレン酢離 (NAA)処理によ

り比較的安定した花芽誘導効果が得られることから，

NAAが用いられてきた.海外の研究成果から開花を

誘起する物質は不飽和炭化水素であることが分かって

いる.濃度 2%以上の一駿化炭素 48時間処理で確実

に花芽分化がみられ，濃度 1%でも処理由数を増やす

ことで花芽分化が可能である(渡辺・中川， 1966). 

内生エチレンの作用によっても花芽分化が促進される

(小那覇ら， 1983a) が，人為的なヱセホンやアセチレ

ン処理による花芽誘導は 長日や高温などの非誘導的

自然条件のもとでは不安定(小那覇ら， 1980)で，多

肥条件や生育が旺盛な夏期での処理でも不安定となる

(小那覇， 1986).小那覇ら(1983b) は，油脂被膜カー

バイドを用い 8時間に渡りアセチレンを発生させるこ

とで，低温期，高温期にかかわらず安定的な花芽誘導

に成功している.また，小那覇ら (2001)は，エセホ

ン処理 7~ 10時間後に 20
0

Cに3時間おけば，その後

32
0

Cの高温条件にさらされでも高い花芽誘導率が得ら

れること，播葉が花芽分化誘導の阻害要因となること

を報告している.小那覇らの一連の研究成果は沖縄黒

農業試験場研究報告(小那覇， 2002) として報告され

ている.

稲嶺(1968) は，沖縄県におけるパイナップルの三

要素吸収の経時的変化を明らかにしている.吸収量の

多いのは窓素とカリでリン駿は非常に少なく，チッソ

とカリの吸収量が最も多いのは生育旺盛期から第 1回

夏実収穫期までである(喜名・比嘉， 1985) こと，収

量に影響を及ぼす要素は窒素とカリで， リン酸は全く

影響しないことが報告されている.比嘉・喜名 (1985)

は，花芽分化後の葉面積指数 (IAI)が収量に最も影

響を及ぼし，この時期の適正な IAIは5.0~ 6.0であ

るとしてL唱.増杷により IAIは増加するが，チッ

ソ過多で、は生育後期になっても葉身を増大させ，果実

が小さくなる.施肥に関する研究では，硫安のもつ生

理的酸性杷料の性質，アンモニア態窒素，硫黄元素な

どがパイナップルの生育を促進する要因である(門田・

加藤， 1967) ことが明らかにされている.

パイナップルの根系は地表下 20cmまでに全体の

80%近くが分布する(外間・照屋， 1976). このため，

栄養生長は土壌水分不足により抑制される(城謂，

1971b). C品 4植物であるパイナップlしも蒸散量は季

節変動が激しく(城間， 1971a) ，気温の影響を強く受け，

20
0

C以上で急速に増加し， 25
0

C以上で増加が緩やかに

なり，夜間の蒸散量も気温が高いほど高くなる(城関，

1972) .小那覇ら(1986) はパイナップルの僧体群生

長率 (CGR) は生育中期と小果肥大期にピークを有

するこ嘆曲報を示し，純陪化率 (NAR) は生育中期

に最大値 2.4~ 2.6 g'm2・daylである.野村ら (1983)

もパイナップルの NARは2.53g' m2・daylであると

し，この値はサトウキビ，水揺，テンサイと比較して

非常に低いことを指摘している.パイナップルの光飽

和点は 30~ 40Klx (野瀬， 1986) で，これは光量子

密度 600~ 800μmol・m-Z・S-1Iこ相当する.沖縄県の

秋~冬期の光量子密度は日中 500μmol'm2・S-1以下

で，パイナップルのガス交換速度の制限要留になって

いるけ11満・中山， 1997). さらに，最も炭酸ガス吸

収速度の速い最長葉における 80回xの光強度下での単

位時間当たりの炭酸ガス吸収速度は約 4mgと低い(野

瀬， 1979). これは，パイナッフソしの葉が厚く，葉内

への炭酸ガス拡散が不十分となりこ駿化炭素交換速度

および二酸化炭素収支量が抑制されるからでり11満

ら， 1994)，パイナップルのハウス栽培ではハウス内

の炭酸ガスの飢餓状態が， C品 4型光合成を行うパイ

ナップルの夜間のニ駿化炭素吸収を低下させ，二酸化

炭素交換速度ならびに二酸化炭素収支量を著しく低下

させることから，夜開に二酸化炭素を供給すること

や，曇天日に補光することが必要で、ある()III鵡・中山，

1997). Shaheen et al. (2003) も光合成への掃光の影

響を調査している.

小那覇ら(1986) はパイナップjしでは個葉の民化能
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力が低く，葉が重なり合う群落構造がさらに光の利用

効率を低下させていることを指摘し，光合成産物の

果実への効率的な蓄積のためには， lAIが 3.01程度

の株に人為的に花芽誘導することが必要で、あると考察

し，物質生産機能および群落構造の商からみた品種改

良は，葉身が短く，出葉角度の小さい斜立下葉を持

ち， しかも個葉の光合成能力が高いものが必要として

いる.茎葉の大きな株の果実，小泉の良く肥大した比

重の高い果実，出奮が早い果実で一般的に品質の高い

ものが多いとされる(出花ら， 1986).福津ら (2010)

は冠芽のソースまたはシンク機能を調査し，冠芽が小

泉肥大のためのソースとして働く期聞は短いので，冠

芽が果実把大を妨げる前に小果から摘芯する必要が

あると報告している.福元ら (2002) は日射量の減少

に伴い糖度と酸度および轄酸比が減少して品質が低下

し，夜温の上昇に伴って糖度が上昇して駿度が低下す

ることで糖駿比は向上することから，収穫期が夏期以

後の果実での品質保下は日射量の減少と夜温の低下に

よるものと推察している.

C品 4植物であるパイナップルでは， リンゴ酸が二

酸化炭素代謝に重要な働きをする.Hoang et α1. (2003) 

は， ‘スムースカイエン'から精製したミトコンドリ

アのリンゴ酸酸化と関連酵素特性についての報告を

行っている.Ahmed et al. (2003) は，ノtイナップル

葉のホスホフルクトキナーゼ (PFP)のフルクトース

2， 6ニリン艶 (Fru-2，6-P2) による制御特性の昼夜変

化を調査し，葉身の PFP活性の昼夜変化には， Fru-2， 

6-P2以外の要因も関与していることを示唆している.

比嘉 (1996) は，沖縄県のパイナップルの振興には

加工用と生食用の安定侠給と需要にあった高品質果実

の生産が望まれるとし，菊池・中村 (2004) は沖縄県

におけるパイナップル産地・流通対応に関する研究で，

加工中心から生食へ転換することを提唱している.

悶際農林水産業研究センター沖縄支所では 1972年

から閣内外より多数の種・品種・系統を導入し(古賀・

工藤， 1977)，そのやから甘昧が強く畿昧の少ない‘エ

ローモーリシャス'が生食用として有望である(加

藤ら， 1994) と報告している.沖縄県で、は生食用パイ

ナップルの交配育種が 1989年より開始され(池宮ら，

1995a)， 1982年にはパイナップルの誤査基準(沖縄

県農試・熱研沖縄， 1982) が設定されている.我が園

での育種は，当初は既存品種・系統の優良株や芽条変

異株の選抜が主で(岡・中西， 1980)，果実が大きく

て缶詰歩留まりの良い優良品種明67-19' が育成され

た.池宮ら(1995b) は石垣島での遺伝資源の評価を

行い，カイエン群には生育，果実形態で、擾れた特性を

有する系統が多く，果実品質ではクイーン群に優れた

系統が多いと報告している.小JIIら (2002) もクイー

ン群はカロテノイドとアスコルビン駿含量の高い品種

を作出するのに有用で、あるとしている.近年では交配

育種により 4ソフトタッチ， (ピーチパイン)と 4ハニー

ブライト， (池宮ら， 1995a)や‘サマーゴールド'と

‘ゆがふ， (池宮ら， 2002)， ‘ゴールドバレル， (正田

ら， 2007)，‘ジュリオスター， (正田ら， 2009)などの，

生食に適した優良品種が作出されている.また，山本

ら (2010)は濃縮ゲノムライブラリ法でパイナップル

品種識別のための 12種類の SSRマーカーを開発して

Lミる.

パイナップルの品種選抜試験では調査個体にばらつ

きが大きいため，調査する主要形質を検訴する必要が

ある.出花・中西 (1989)は個体数の少ない初期選抜

ではブリックスなど環境変動の小さい形質を選抜指標

にし，系統内個体数の増えた後期選抜では果実重や栄

養芽数など環境変動の大きい形質を評価するのが肝要

であると述べている.

沖縄県のパイナップル産業で問題となっていたス

ムースカイエン群の不良系統の擾良系統への切り替

えのために，大量増殖法として縦切り増殖法が行われ

ていた. しかし， この方法では 1本の積一苗から 3本の

種高しか得られない.輪明り増殖法では 1株から 10

-20本の増殖が可能で、あり(宮城・比嘉， 1978)， 

1976年にはこの輪切り増殖法で 14万個の輪切り切片

が沖縄県下に配布されている.大量増殖では組織培養

法が良く用いられる(古賀ら， 1975; Wakasa， 1979 ; 

Wakasa et al.， 1978; Adaniya et al.， 2004) が，変異体

の出現率の高いことが問題とされた.植物生長調節荊

モルブアクチンの作用によりパイナップルの栄養芽数

が激増する (Kudoand Koga， 1981).冬季の白然花芽

分化直前にエセホンやアセチレンで花芽分化を誘導

し，その 1-2週間後のそjL-ブァクチン処理で 1株か

ら12-15本の苗が得られた(出花ら， 1985;古賀・

工藤， 1977) との報告がある.組織培養苗利用につい

て，夏実収穫では顕著な減収量となるが，春実収穫で

は収量に開題はなく高品質果が生産されている(岩本

ら， 1995). 

沖縄県で生産されている‘N67-1O'などのスムース

カイヱン群の完熟果実の貯議期限は 25
0

Cで4B程度

とされている(毘尻ら， 1995). 低温貯蔵条件は 7-

12
0

Cで2週間程度(出花・井上， 1998) とされている

が，貯蔵適溢や低温感受性は収穫持の熟度によって異

なる(jll満ら， 1995). lO
o
Cで貯蔵した場合の貯蔵賎

摺は‘ゴールデンパイン'で 14日，スムースカイエ

ン群で 10日，‘ソフトタッチ'で7日であった(小森ら，

1998) .また，パイナップルは冷蔵すると香りが低く

なるが，室温条件に置くと回復する(吉武ら， 1995; 

広瀬・諮問， 2008). 広瀬・諮問 (2008) は八重山産

パイナッフ。ルの沖縄県外出荷を前提として，100Cで船

舶と航空機による複合輸送試験を行った結果，鮮度が

良好に維持され，冷蔵による匂い強度への影響はみら

れなかったと報告している.
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仲唐ら(1985) は加工用原料としての果実品質は，

夏実で可溶性居形分が最も高く，酸度は最も低く，冬

実では酸度，還元型アスコルビン酸，灰分合量が高い

こと，果梗部の果肉で可溶性国形分が高くて熟度も進

んでいること，現行製造法による搾汁率は，遠心分離

で不溶性問形物を除去したシングルストレングス果汁

として 45%であること，剥皮搾汁の果汁が全果搾汁

の果汁より品質的に優れていることを認めている.

巣汁やのアスコルビン駿含量は収穫日が成熟の後期

になるほど抵下する(小111ら， 2002). アスコルピン

酸の簡易測定法としてリフレクトクアントアスコル

ビン酸テスト法があるが，測定値は HPLC法より約

60mg高い値を示す(小川ら， 2003). 

パイナップルの葉の機能性成分としてシナピン酸グ

ルコースが同定され，抗酸化作用とインスリン分泌作

用が確認されている(農林水産省農林水産技術会議事

務両， 2008). 

沖縄県におけるパイナップルのしん腐れ病の分布と

発病条件について，発生は植えつけ 2~3 カ丹後に最

も多いこと，幼菌以外に古株でも発生すること，えい

芽を苗とした場合に多いこと(島袋・回盛， 1965) が

報告され，多くの野菜やパパイアも宿主となる(田盛，

1970)と報告されている.防除については，田盛(1965，

1966， 1969) が報告している.パイナップルの春実に

は果心黒変病，掲斑病，黒目病と花樟病の 4病害が認

められ，果心黒変病と褐斑病は 8丹上旬の花芽誘導処

理果実で多く，処理時期が遅くなるほど減少する(高

江外!ら， 1986). 輪切り増殖を行う時に発生する閥敗

の原因は Ceratocystisparadoxa (de Seynes) Moreau 

であり，坊除にはベンレート水和剤の 1，000倍液に 15

分間浸潰するのが有効で、ある(上原， 1982).パイナッ

プルの果実病害は主に黒目病であるが，花樟病は施把

と関係がある(高江州、同， 1998). 

高良・東 (1966) はパイナップルを加害する昆虫

19種について報告し，高良・東 (1967) はパイナッ

プル萎両病の原因となるパイナップルコナカイガラム

シの沖縄本島での個体数の季館変動は低温期にアリ

の個体数が少ない時期に少なく，高温期のアリの個

体数の増加とともに増加することを報告している.

宮城ら (1986) はパイナプルコナカイガラムシの生育

初期の接種により 2~4 ヶ丹で 100% の発病が起こる

こと，アリがこの害虫を運んでいることを確認してい

る.アオドウガネ幼虫がパイナップルの生育を阻害す

るが，薬剤散布による殺虫効果が高い(宮城・比嘉，

1986) .パイナップルの連作障害は生物的な要因によ

る(外問・照思， 1976). クロルピクリンや EDBで

土壌消毒することで連作障害は毘避される.

B焼け果は藍射日光が当たり果実溢度が 40
0

C以上

になることで発生しやすいので， 30%以上の遮光を

行う必要がある.竹内ら (2001)は黒色で 4mm吾合

ネットが遮光資材として最適であると報告している.

倒伏による果実傾斜が日競けと関連がある(小森ら，

2000a， 2000b) ことから，小森ら (2001a) は各品種

群の果実額斜特性を調査し，カイエン群とクイーン群

は果梗の硬度が足りず，特にクイーン群は果梗径が細

いために湾曲して果実が傾斜すること，レッドスパ

ニッシュ群で、は果梗の強度よりも果実の大きさが原因

で傾斜し，ブランコ群の果梗強度は強く湾曲しにくい

ことを報告している.果実傾斜を防止するには，カイ

エン群では果実肥大を抑制し，えい芽も必要以上に除

去しないこと，クイーン群では果梗を太く短くする，

レッドスパニッシュ群で、は冠芽の肥大を抑え泉梗を短

くする，ブランコ群では果梗を短くする栽培技能が必

要である(小森ら， 2001b). 比嘉ら (2000) は，気

象要因とパイナップル収量との関係を検討し，生育旺

盛期の台風被害により出蓄率が低下し果実も小さくな

ること，また，秋実用花芽誘導処理時期 (4，6丹)

の多隠により花芽誘導の反復処理ができずに出膏率が

低下したことを報告している.

栽培技術の基礎については小那覇 (1984，2000) ，石

畑 (1989)，沖縄県農林水産部 (2003)，大東 (1997a)， 

Bartholomew and Paul1 (1998) が詳しく解説してp

る.沖縄農業研究会 (1991)には， 1981年から 1990

年にかけて沖縄県で行われたパイナップルに関する

試験研究 294課題の目録が紹介されている.また，

Bartholomew et al. (2003)のThePineaPPle: Botany， 

Production and 仇esは，パイナップル栽培に関する多

くの情報を提供している.

チヱリモヤ (AnnonαcherimolαMill.)・アテモヤ

(A. squαmosαL. X A. cherimola Mill.) ，バンレ

イシ科，南米原産

米本 (1995，2∞0， 2009)，末吉 (1997)，山下(1995，

2000) らがチェリモヤについて，牧田 (1995，

2000) ，末吉 (1997)，丸井 (2000) らがアテモヤに

ついて，栽培から収穫貯蔵まで、多岐に亘って解説を

行っている.チェ 1)モヤは 田中論一部が 1952年に

米陸から静間県カンキツ試験場に導入している(牧

田， 1995). 経済栽培果樹として、注目されだしたのは，

1980年代に米本がカリフォルニアから和歌山県果樹

園芸試験場に優良栽培品種を導入し，栽培研究を始め

てからである(米本， 1995).アテモヤの経済栽培もチェ

リモヤとほぼ同時期に開始された.

チェリモヤの花芽分化には冷涼な気温が必要と

される. Higuchi and Utsunomiya (1999) は昼夜温

20/15
0

Cで花芽分化し， 30/25
0

Cでは分化が見られな

かったこと，発芽後 H麗聞を経過した新橋の紋芽中に

はすでに翌年のための花芽が分化していたことを報告

している.チェリモヤやアテモヤの花は臨蕊先熟性の

雌雄異熟で，人工受粉を行わないと安定的な結実は



米本:我が屈の熱帯・iJIi.熱帯*樹栽培研究の現状 7 

得られない(米本， 1993;立田・稲森， 1999). チェ

リモヤやアテモヤでは完全な自家不和合性は見られず

(竹島ら， 1995)，受粉に用いる花粉は受粉当日に採集

することが望ましいが，前Bに採集して 2~50C で貯

議した花粉も使毘可能で、ある(立田・稲森， 1999). 

人工受粉に用いる花粉は高い発芽率を有している必

要があり，米本ら (1999b) は2%寒天にショ糖濃度

15 ~ 20%，ホウ酸 10~ 500ppm濃度を加えた培地で，

22 ~ 25
0

Cが花粉発芽と花粉管伸長に有効な条件であ

ることを明らかにし， Ikeda et al. (1994) は受粉から

5~9 時間後には受精がおこなわれることを明らかに

している.日iguchiet al. (1998b)はハウス栽培での高温・

乾燥が花粉発芽率を低下させて結果率や果実腿大を抑

制すること，小浦ら (2001) は結果率を向上させるに

は柱頭分泌液量の多い時間帯に受粉し， 40
0

C以上の高

温に遭遇させないこと，開蔚前の高温度条件が必要な

ことを明らかにしている.相対湿度 60%以下では花

粉の発芽力が急速に低下する(宇都宮ら， 1992;米本，

1993) ことから，開花期にはハウス内の湿度を 60%

以上に保つことが結果率の向上に重要である.

チェリモヤは人工受粉することで種子数が増加し大

泉が生産できる(米本・中屋， 1989)が，種子が多い

と食べにくいという詞題が発生した米本ら (2000a，

2000b) はこの問題を解決するために GA3処理による

無核果実の生産を試みた結果 品種により有核果実と

興じ大きさの無核果実が生産できること，より大果の

無核果実を生産するには濃度 1500ppmで30B罷隔で

処理する必要があることを明らかにした. さらに，果

実肥大期を第 1，11およびE期に分け，各時期の内生

ジベレリンを定量した結果 第直期の果実肥大には

GA，は関与していない(米本ら， 2000b)ことが判明し，

この時期の処理は必要ないことが判明した. Koura et 

al. (2004) はチェリモヤの無核果実の生産のための

GA，処理時期は開花 1~4 日誌から開花 1 日後にかけ

てが適当で，その後初日開ごとに 5田の処理が必要

であることを報告している.

チェリモヤとシャカトウを 20
0

Cと30
0

C下で栽培す

ると，シャカトウの生育は 20
0

Cでは停止したが，チェ

リモヤでは生育はやや緩慢になった(樋口・宇都宮，

1994; Higuchi et α1.， 1998a). 一方， 20
0

Cでも光合成速

度は高かった.冷涼な気候帯が原産地であるチェリ

モヤにとって，我が国の夏季のハウス内の高温は生

育にとって厳しい条件である. Higuchi et al. (1999， 

2001)は日中の高温・強日射下では気孔コンダクタン

スが低下し光合成速度も抵下することを確認し，太関

光の 30-50%の遮光が高温条件下では貯適な光環境で

あることを明らかにしている. Utsunomiya and Higu-

chi (1996) は低日照条件に対する適応力はシャカト

ウやトゲパンレイシに比べてチェリモヤが優れている

ことを報告している.

チェリモヤの果実は熟期になっても果皮色の変化が

少なく，収穫適期を判断することが困難である.果実

は典型的なクライマクテリック型であり，未熟果実を

収穫しでもうまく追熟しない.受粉時期が異なると，

受粉自からの日数は収穫期の目安とはならないが，

生育期間の積算温度は目安にできる (Nomuraet al.， 

1997) .果実は二重S字カーブを描いて肥大し(米本・

中尾， 1993)，第 H期の肥大停止期から第麗期の二次

把大期に入るとデンプンおよび糖が蓄積される(宇都

宮ら， 1991)ことから，第盟期に入ってからの日数は

現穫適期の判断に有効で、ある.

米本ら (1999a) は和歌出県に導入されたチェリモ

ヤ品種の果実特性を明らかにし，追熟時に発生する

ヱチレン量に品種間差のあることを指摘している.

Yonemoto et al. (2002) はチェリモヤ果実の最適な追

熟温度は 15-20
o
Cで，フルーツ陪ワックスを処理する

ことで呼吸およびエチレン生成が抑制され，棚持ち期

間を 5司間延長できることを明らかにしている.

大久保ら (1995) は果実中の糖分はショ糖，ブドウ

糖，果糖で，これらは追熟の進行に伴い急速に増加

し，反対にデンプンは急、激に減少することから，果実

追熟による糖の生成経路として，デンプンの分解によ

りブドウ糖が生成され，これが果糖に転化した後，碍

者の縮合によりショ糖が生成されると推察している.

Nomura et al. (1998) は6品種のチェリモヤ果実の追

熟過寝でのデンプンの分解による糖の増加を測定し，

ブドウ糖と楽糖は収穫時に比べて追熟終了時に 10倍

になることを報告している.パンレイシ果実ではイン

ドール酢酸と Lアミノシクロプロパン -1-カルボン重量

処理で果実の軟化促進と電解質漏出度が増加し，エチ

レン生合成祖害剤のAVG(aminoethoxy-vinylglycine) 

およびDNP(2，4-dinitrophenoI)処理で果実の軟化が

遅延する(察・洪， 1988) ことが報告されている.

Rahman et al. (1998) は我が鴎に導入されたチェリ

モヤ品種を AFLPにより分類しており，山中ら (2008)

は品種の形態特性と DNA解析から品種の分類を試み

ている.

アテモヤの栽培に取り組んだ沖縄では，当初は台木

用のチエリモヤおよびアテモヤの種子が入手でで、きず¥

パンレイシ(はA.s勾quαωm仰1ωOω'saL.)やポンドアツフプ。jルレ(はA

glαωbra αL.)の実生を台木とした.ポンドアップル台木

のアテモヤは結果樹齢に達したころに枯死する現象

が現れ，接ぎ木不親和性が問題となった(井上ら，

2004) .また，チェリモヤ，アテモヤおよびパンレイ

シ台木のうち，パンレイシ台木では着花数は多いが樹

の生育が劣り，排水不良土壌では枯死したこのこと

から，チェリモヤまたはアテモヤの実生を台木とする

ことが望ましい(井上ら， 2004). 

井上ら (2004) は夏季努定を行ってもアテモヤで

は高温で花芽分化することを実証している.立田ら
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(1997) は鹿児島県道美大島ではアテモヤの鴇花が 5

丹下旬から 6月中旬にかけて多く，果実の成熟には

125自，平均積算気温3500
0

Cが必要としている.沖縄

県および鹿児島県奄葉地方は夏季には台風被害に遭う

危険性が非常に高いが，冬季の気温がアテモヤの祭実

生産に十分である.これらの地域では，夏季から秋季

に再定を行い着花させて受粉し，冬季に果実生産を

行うのが有科と考えられる(立田・稲森， 2001;井上

ら， 2007). 井上ら (2007) は，沖縄県では 10丹以後

の算定では着花しでも生長しないこと， 9月までに努

定して着花させて人工受粉すれば翌春に高品質果実

が生産できることを示唆している.10月以後の努定

でアテモヤの花蓄や新梢の発育は不良となる(井上ら

2007) が，電照による 12時間以上の日長時間が秋季

努定後の新梢生長を促進した(井上ら， 2009).さらに，

弁上ら (2010) は電照での長日処理で得られる春訳穫

果実の品質を調査し，秋季の受粉時期を違えても果実

精度や駿度に若はみられず 11丹以後に受粉した果

実では収穫時期の高温により落果が増加することを報

している.須崎・市ノ木山 (2006) は，鵠花車後の

夕方受粉で最も結果率が高く，三重県の 5月から 7月

の開花時期は花粉の熟度に影響しなかったと報告して

いる.

Tsukada et al. (2004) は我が国でのチェリモヤお

よびアテモヤの受粉に有効と思われる訪花昆虫に関

する研究を行い，日本でこれまで記載のなかった甲

虫Eturaeakaszabi Kirejtshukを発見している. さら

に，海外ではあまり重要で、ないとされた Mimemodes

monstrosus Reitterをはじめ Cαゆothilusmarginellus 

MotschulskyやHattoncusocularis Fairmaireも多く訪

花しており，これらが受粉に有効でLあろう (Tsukada

et al.， 2005b) としている.Tsukada et al. (2005a) は，

Haptonc悶 ocularisFairmaireの成育適温は20-25
0

Cで，

発育ゼロ度は 8.2-12.2
0

Cであることも報告している.

アテモヤの花の開花ステージに応じた甲虫誘引物質の

放出についての研究(塚田ら， 2008) が行われており，

受粉に有効な訪花琵虫を用いた受粉技縮が確立されれ

ば，人工受粉作業の省力化が可能となる.

California Cherimoya Association (1997) から出版

されている The1997 Cherimoya Handbook はチェリモ

ヤに関する多くの情報を提供し， Sanewski (1991) 

のCustardAptles: Cultivαtion and Crot Protection は，

アテモヤに関する多くの栽培情報を提供し，栽培の参

考になる.

マンゴー (MαngiferαindicαL.，ウルシ科，インド

躍産)

我が罰へのマンゴーの導入の歴史については石摺

(1997b， 2000) が報告しており，沖縄県(安富，

1996a，松居， 2005b)，鹿児島県(東， 2005，松島，

2005) ，宮崎県(松田， 2005a)への導入の歴史も明ら

かにされている.

マンゴーのハウス栽培研究を我が国で最初に始めた

のは鹿児島大学の石畑清武であろう.石嬬 (1984) は

マンゴーの栽培技術について詳しく紹介しており，こ

れが各県での栽培指針の基本となった.沖縄県農業試

験場の安富徳光も，卒くからマンゴーのハウス栽培の

基礎研究を行い，マンゴ一品種特性調査結果(安富，

1990) から '7ーウィン'がその生産性や消費者の

晴好性から広く栽培されるようになったことを報告し

ている.その後，出荷期の拡大や消費者への異なる食

昧のマンゴーの提供を呂的として，米本・樋口 (2003)

は我が屈のハウス栽培に適した品種の選抜を行ってお

り，近畿大学では 4金爆'と‘アーウィン'の交雑に

よる新品種を育成している(神崎ら， 2001). 砂川ら

(2003) は‘赤キーツ'の特性について報告している.

鹿児島県農業試験場大島支場が，開花期のビニル被

覆により降雨を遮断することで結実が安定する(秋

丹， 1973) ことを報告し，我が留でのマンゴー経済栽

培のきっかけとなった.安富ら (1982) も沖縄黒の露

地栽培における不着果は炭痕病の被害によること， さ

らに雨水で花粉破裂がおこる(安富， 1994) ためであ

り，ビニル被覆により炭痕病被害が軽減されて結果率

が向上することを報告している.また，沖縄県でミパ

エが根絶されたことから囲内消費地への果実類の出荷

が可能となったことが熱帯果樹栽培の増加につながっ

た(比嘉， 1986). 

花芽分化

我が国でのマンゴー栽培の問題の一つに不安定な花

芽着生がある.鹿児島県での花芽分化期は平均気温が

15
0

C前後となる 12丹20B頃で，花芽分化から約 20

日で開花に至る(石畑， 1993， 1995) ことが報告され

ている.東ら (2000，2002a) は秋季に最低気温1O~

12
0

Cの低温に遭遇することで花芽分化が促進される

としているが，必要な低温が得られにくい西南暖地で

は，花芽分化の問題は地球の溢暖化とともに年々深刻

化してきている.沖縄県でも加温ハウス栽培が行われ

ているが，方IJ温開始時期を誤ると不着花枝が多く発生

し，問題となっている.島袋ら (2009) は，加温開始

時期は結果母校頂芽の萌芽程度を目安として判訴する

ことができ，頂芽の鱗片葉が開き始めて形態的花芽分

化が確認できた時点、から加温を開始すると発着率が高

まると報告している.

マンゴーの花芽分化f足進のための土壌乾燥処理は地

下部でのアブシジン畿の合成を誘導する.パクロブト

ラゾール (PBZ) などのジベレリン合成閉害剤，アブ

シジン酸および糖はジベレリン活性を低下させること

で花芽分化を促進することが報告されている.中川

ら (2010a) はジベレリン代謝関連遺伝子の発現現象
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から，低溺遭遇中に活性型 GAが不活性化されること

で花戒が誘導されるのではなく，強い着果負担後の翌

年の低温遭遇時に活性型 GAが増加することで花成が

抑制される可能性を示唆している.環状剥皮処理によ

る花芽形成促進の研究を最初に行ったのは Isihataand 

Kawabata (1978) で，林ら (2008) は環状剥皮処理

により葉の蒸散速度と気孔コンダクタンスが低くな

り，水ポテンシャルが高くなることを報告し，環状剥

皮処理はジベレリン活性を低下させるアブシジン重量や

光合成産物の蓄積と同様の機作で花芽分化を促進させ

ることを示唆している.沖縄県では収種後に算定する

が，努定時期が遅くなるほど翌年の着花数が減少する

ことが知られている.努定後に発生する結果母校の充

実(安富， 1994;植松ら， 1994)や結果母枝の傾斜角

度(桝悶ら， 1994) が着花に深く係わっており，水平

枝に着花が多いことも報告されている.着花が不安定

な沖縄県では 10月に枝の水平誘引を行うことで著花

を促進しようとしているが多大な労力を要している.

Sasaki et al. (2000) は冬季が低温になる和歌山県で

の努定時期がアーウィンの腕芽への花芽着生に及ぼす

影響について報告しており，島袋ら (2007) は，開花

後の未結果枝の強い切り返しは翌年度の着花数を減

少させたと報告している.松島ら (2001)は 11丹か

ら1月に根群域の土壌 pFを2.8寝度に管理すること

が花芽分化に有効で、あると報告している.マンゴーの

花芽分化にパクロブトラゾール (PBZ) が有効なこと

が知られ，山下・小111(1998) はベンジルアデニンと

PBZで，山下ら (2001)はKCI03で，Chusri et al. (2008) 

はPBZでの‘アーウィン'の花芽分化促進効果を認

めている. PBZのマンゴ一花芽分化促進効果につい

てはTr加 etα1. (2002) も報告し， Subhadrabandhu et 

al. (1999) は， PBZの葉，果実および土壌中への残

留について報告している.花芽分化して多数の着花が

みられでも，両性花が少ないと結果率が低くなる.マ

ンゴーの花の性分化に及ぼす成長調節物質と水ストレ

スの影響が検許され， GAは掲性花の形成を抑制して

雄花を増加させ， BAおよびウニコナゾールは両性花

を増加させる(米森， 1993) こと，開花前からの強い

水ストレスは花穂の生背を抑制し，同性花が減少する

(苫名， 1993) ことが報告されている.

受粉

堀川ら (2005) はハウス栽培マンゴーにおける訪

花見虫と害虫の調査を行い， 6日27科 40種以上の訪

花見虫と 7目21科 26種以上の害虫を確認している.

マンゴーの受粉様式は虫媒で，花粉管の伸長は自家

受粉よりも他家受粉が優れる(山下， 1993;沢田ら，

2002) . ミツバチ，スズメパチ，チョウ，ア 1)，アザ

ミウマ等はマンゴーの受粉に有効(石畑， 2000) で，

受粉率を高めるには，ハエやミツバチを積極的に活用

すべきである(安富， 2000). '7ーウィン'ではミツ

バチ受粉により果実肥大の優れる有種子果が形成され

(↑亘古ら， 1994;佐々 木ら， 1998)，水野ら (2007) は

ニホンミツノfチ，セイヨウミツノすチがクロマルハナノf

チより有効で、あると報告している.また，ホオジロオ

ピキンバエよりもニホンミツバチの方が有種子果実の

生産が高い(水野， 2008). 文筆ら (2009a) も‘アー

ウィン'と‘愛紅'でミツバチ受粉の有効性を報告し，

‘愛紅'の方が結実性の高いことを報告している.

沖縄黒では屋根かけ栽培して炭境病を防除しでも，

王子均気溢 16
0

C以下に遭遇すると結実不良や経の発

達しない小玉泉が多く着生する(安富 1994) ため，

加溢栽培による着果安定が必要である(部外川ら

2004). 水野ら (2001)は開花初賠の低溢期での花粉

稔性が低いことを報告している.安富(1994) は蔚の

裂関には 20
0

C以上の温度が必要で、最適な花粉の発芽

には 25
0

Cが必要なこと， 25 ~ 29
0

Cでは受粉後 2時間

程度で花粉管が子房に達することを報告している. さ

らに，開花期調節方法として， 1 丹 15 日前後に 10~

15cmに伸長した花障を基部から努除して再出蓄させ

ることで，開花期を約 1か月遅延させることに成功し

ている.

樹体管理と繁殖

マンゴーは元来高木性であり，ハウス栽培するには

低樹高仕立てにする必要がある.そのためには整枝・

努定や誘引，地下部の根圏管理等を総合した樹体管理

法の確立が必要である.安富(1994) は7年生の‘セ

ンセイション'の樹体解体調査を行い， 90%の葉は緑

枝に着生し，T/R比は結果樹1.88，不結果樹3.19で，細-

中根の都合は結果樹 29.3%，不結果樹 7.0%と綿根が

極めて少ないこと，直根は土壌硬度 29程度でも貫通

する能力を有していることを報告している. Harigane 

et al. (2009) は夜間に地中の深い部分の水分がマン

ゴーの根を通して表層部に運ばれる Hydrauliclift (水

分リフト)現象について報告している.

樹のわい化にはわい性台木の活用も検討されねばな

らないが，Yonemoto et al. (2007a)は，わい性種‘コム'

を中間台木とすることでわい化効果のあることを確か

めている.台木の増殖法としてYamashitaet al. (2006) 

は，台湾在来系統の挿し木繁殖に亜鉛とオーキシンを

複合処理することで発根促進効果があることを，文室

ら (2008，2009b) は，取り木繁嫡法について報告し

ている.台木の生育促進も重要で，志水ら (2009) は

台湾在来種の実生苗の初期生育に栽培用土の容量は影

響せず，高温の方が有利であることを報告している.

岡出ら (2010b) も台木間の台湾在来穣と‘ターベン

タイン'で同隷な結果を得，強光下での光合成速度は

‘ターペンタイン'の方が高かったと報告している.

栽培管理では，従来の杯状形整枝から作業性の高いー
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文字整枝も試みられ，作業性と収量の増加が期待でき

る(末吉ら， 2004) との報告もある.

マンゴーの施肥に関する研究は少ない. J 11島ら

(2005) は，被覆複合肥料を用いた年2団施思で収量

および品質を低下させることなく樹勢が維持でき，施

問題数の軽減につながったと報告している.アルカリ

性土壌では微量要素欠乏により樹の衰弱が問題となっ

ている.砂川・秋和 (2001)はマンゴーの葉ではグリー

ンメーター値とニ価鉄含有量の聞に高い相関があるこ

と，キレート鉄の葉面散布で黄化葉の回復が可能であ

ることを報告している.根の伸長は無結果樹では周年，

結果樹では果実肥大期から成熟期を除いてほぼ周年で

ある(玉城ら， 2003)が，収穫終了葺後の施肥は，こ

の時期に根の伸長が少ないために効果が低いとし，発

根パターンに合致した施肥時期の検討の必要性を示唆

している.また，アルカリ性土壌向けマンゴ一台木用

品種の導入の重要性について，出花ら (1997) はイス

ラエルの台木品種‘13-1' の耐アルカリ性，酎塩性お

よび媛牲の特性を紹介し，沖縄県への導入試験の必要

性を述べている.

果実肥大と水分生理

‘アーウィン'の果実肥大促進に揚花穂処理(志水・

佐々木， 2003)， ti高架処理 (Sasakiand Utsunomiya， 

2002b) が有効で， CPPUとGA3混合液を生理落果終

了後の果房へ散布することで果実肥大が促進され，4 

回散布することで効果が増加する (Sasakiand Utsu俸

nomiya， 2002a)ことが報告されている.尾形ら (2009)

も‘アーウィン'無粧果実への GAj散布の采実肥大

効果を報告している.小松ら (2001)は，‘アーウィン'

の果実肥大初期には果肉内のインドール酢酸 (IAA)

含量が高く，その後 GA様物質が増大することで祭実

肥大が急、速に進むこと，果実成熟期にはエチレン生成

に先立ちアブシジン駿 (ABA)が増大していることか

ら，マンゴーの成熟にはABAも関与していることを

推察している.

果実生産に大きく影響を及ぼすのが光合成能力であ

る.光強度が抵下すると光合成速度が減少するが，

‘アーウィン'では気孔は光強度より温度に対して敏

感に反応する (Talwaret al.， 2001) .岡出ら (2010a)

は光合成有効放射密度が 300μmolr在 2S-1以上では二

駿化炭素濃度の上昇に{料、光合成速度が急激に上昇し

たことから，低日照下での二酸化炭素施用の有効性を

示唆している.みかけの光合成速度は葉温 15~ 350

C 

の範囲内では温度が高いほど増大し，光合成の適温は

30 ~ 35
0

C程度である(深町ら， 1995). Yamada et al. 

(1996) は葉のクロロフィル蛍光を測定することで，

マンゴーが高温耐性を示すことを報告している.マン

ゴーの葉の光合成能力は葉齢によって巽なり，新葉で

く;日葉では抵い(氏江・櫨口， 2004). 新葉では気

孔コンダクタンスの増加，暗呼吸速度の低下，クロロ

フィル含量の増加による吸光率の上昇，電子伝達速度

の増加， Rubisco活性の上昇が関係していると思われ

る. ‘アーウィン'ではクロロフィル含量と光合成速

度には椙関がある (Niiet al.， 1995)が， Ali et al. (1999) 

は展葉期に葉面積が最大となる時期からクロロフィル

が急激に増加し，気孔は葉の成長初期は未分化で，葉

面積が拡大するに伴って一斉に分化することを明らか

にしている，

マンゴーの花芽分化，開花結実および果実生産に

とって水分は非常に重要な要因である.日iguchiand 

Sakuratani (2005)は熱収支法を用いて‘アーウィン'

の枝および花浮の基部での水の勤きから，枝全体およ

び花序全体の蒸散量を測定し，枝全体の蒸散流は日射

に追随して変化し，この変化には錨差も影響するが，

花序ではB射や飽差にはあまり影響されないことを

報告している.樋口ら (2001) は乾季のタイで7年生

のマンゴ一樹が 1日当たり 1521)ットル程度の蒸散を

行ったことを報告し， Yonemoto et αl. (2007a) は，

沖縄県石垣市では 1樹当たり 400~900葉を持つ‘アー

ウィン'と‘キーツ'の幼木で 1日当たり約 11)ット

ルの蒸散が行われていることを明らかにしている.

Higuchi and Sakuratani (2006) は熱収支法を用Lミ

て‘アーウィン'の果実への水の流入が夜間に行われ，

昼間には果実から枝への逆流が超こること，成熟果に

おいてはこの逆流で、失われる水分量は巣実重量の 3%

に椙当することを報告している.山口ら (2002) は

‘アーウィン'を用いた実験で，水ストレス条件下で

はガス交換速度および蒸散流量が大きく低下するが，

葉の水ポテンシャルは低下しにくいことを報告してい

る.水分股収には根の発達も重要であるが，云ら (2009)

は根の内皮のカスパ 1)_纏が発達する前に，外皮にカ

スパ 1)一線に類似するスペリン様物質の蓄積が観察で

き，維管東が中心柱を形成する段階においてもカスパ

リ一線は内皮全体を取り囲むまでに発達していないこ

とを報告している.

果実成熟と収穫期

‘アーウィン'の采実品質に及ぼす夜溢の影響につ

いて，東ら (2002b) は23~ 25
0

Cで収穫期が竿まり，

着色の良い果実が収穫されると報告している.開花

30日後に早期摘果することで果実肥大と着告が促進

され，ゃに采の発生が少なくなる(商田・東， 2006) 

が，果罵中には有魅と無経果実が混在するため，その

判別が難しい.有経と無目玉の幼果の半UJJU法について，

西国・東 (2009) は果形から，縦長で横径比 (1臨/厚

さ)が 1以上で，轄の上部のくぼみの無い果実には有

限果実が多いと報告している '7ーウィン'の魅力

は果皮色の鮮やかな赤色で、ある.高値販売するには，

いかに果面全体に赤色を着色させるかが重要で、ある.
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赤色はおもにアントシアニンの蓄穣によるが，その生

成には光と温度が影響する(吉田ら， 2007). 遮光処

理によりアントシアニン生成が抑制されることから，

赤告発現には開花後から十分な光に当てることが重要

である (Utsunomiyaet αl吋 1996;宇都宮ら， 1997) が，

岡本ら (2003) は果実記大後期に遮光すると着急が進

まなかったことから，後期に十分な光に当てることも

重要であることを報告している.また，マンゴーの果

実着色には紫外線は必ずしも必要で、はなく，強光が果

実の赤色発現を挺進する(佐々木・宇都宮， 2002c). 

果実に含まれる主要カロテノイドはs-カロテンとビ

オラキサンチンで，栽培地や収穣時期によりカロテノ

イド含量に差がある(小JfIら (2005). Shivashankara 

et al. (2004) も沖縄産‘アーウィン'のカロテノイ

ド含量を測定している.

‘アーウィン'のもう一つの魅力は，熟した果実か

ら発する甘い香りである. Shivashankara et αl. (2004) 

は貯蔵中の 7ーウィン'果実から発する揮発性成分

を測定して報告している.十テルピノレンがアーウィ

ンの典型的な甘い香気を発する揮発性成分であり，ヘ

プタナール，デセナール，ヘプタノールおよびノネ

ナールはマンゴー貯蔵中のオフフレーパーの発生にか

かわっている (Shivashankaraet al.， 2006) . 

フィリピン産マンゴーの収穫熟度は比重1.020程度

で(石摺， 1984)，この熟度で収穫された采実を 52-

55
0

C， 10分掲の温湯処理後に蒸熱処理し 25
0

Cで貯載

すれば正常に追熟する(津田ら， 1999a). 

台湾から導入されて鹿児島県でハウス栽培されてい

る‘キンコウ'は，開花盛期から 132B後には収護適

期に達する(水野ら， 2001). Ueda et al. (2001) は

果実中の欝素活性の変化から ‘キンコウ 1号'の和

歌出県における収穫期は開花から 17週間後であると

している.

我が盟で経済栽培されているマンゴー品種のほとん

どは‘アーウィン'で，この品種は成熟期に果皮告が

急激に紅色になって落果する特性がある.このため，

落果前に果実に袋やネットをかけて，落果した果実を

坂護して完熟果実として出荷している. しかし，この

ような完熟果実では収穫後 3~5 日が食べ頃となるた

め流通商での樹約がある.吉武・安富 (1995) は落果

前の収穫適熟段暗にある果実を収穫することで日持

ちが長くなり，吉武ら (1995) は適熟収穫した果実を

55
0

C温湯処理後に追熟させて冷蔵することで 3~4 遡

聞の流通期聞を見込むことができると報告している.

吉武ら (1993) はヒットカウンターでの果肉の軟らか

さを測定し，収穫適期や食べごろの予測が可能で、ある

としている.伊東ら (1997)は和歌山県での‘アーウィ

ン'の果実発背中および追熟中のの呼吸量，糖質およ

び有機酸含量の変化について報告しており，現穫適期

は樹上で果皮が赤または黄色に着色し始める頃として

いる.

マンゴーでは近赤外報による非破壊果実糖産の測定

が可能となり(河野・サランウォング， 2001;川濡ら，

2003) ，選果場での糖度加の選別が行われている.比

嘉ら (2007) は果実打音の伝搬速度から， ‘キーツ'

の収穫適期は伝搬速度70m.sec1で，食べ頃は26-30m'

sec1であると報告している.このように非破壊セン

サーを用いることで， ‘キーツ'のように熟しでも落

果しない品種の収穫適期の判断も可能となる.しかし，

非破壊センサーでの糖度分別だけでは消費者の満足を

得られないこと，果肉の食感をL功ミになめらかにする

ことができるかが重要になる(菊池・平良，2009) こ

とが指揺されている.

ポストハーベスト

フィリピン産マンゴーの輸出または輸入した我が国

での流通上の問題点として，熟度の不揃い，果実の追

熟処理の必要性，炭痘病・軸腐れ病，ラテックスステ

イニングと果実の偶装の陪題を北111ら (1986) が指摘

している.

樹上完熟したアーウィンの鮮度保持に関する研究は

秋永ら(1994)，中村ら (2002) により行われてきた.

完熟した‘アーウィン'の最適保存温度は 5
0

Cで(古

武・安富， 1995;匝尻ら， 1996)，二酸化炭素濃度2%，

駿素濃度 3%~5% の CA 貯蔵では 6 週間程度の貯蔵

が可能である(藤田ら， 1999). 上回ら (1999) は樹

上で完熟した‘アーウィン'果実は 4
0

Cの低温で3週

関程度の貯蔵が可能であると推定している. Ueda et 

al. (2000 a) は果実成熟過程での果肉の軟化，呼吸量

の変化，有機酸や槍含量の変化は品種や栽培環境に関

係ないことを報告している.

‘アーウィン'果実の総ポリブェノールは果肉に比

べ果皮で 11~ 29倍多く含まれ，ポリフェノール駿

化欝素の活性は成熟過程で増加し，果肉によ七べて果

皮で 4~ 12倍高い (Uedaet αl.， 2000 b). Mizuta and 

Subramanyam (1978) はアルフォンソ'と‘ベ

イリ'の果実追熱中における水溶性ペクチン含量は熟

度の進行に従って増加するが，ホロセルロースとセル

ロース含量は熟度による変異はほとんどないことを報

告している.

マンゴーの一般的な貯蔵温度は7~ 13
0

Cであるが，

品種によりこの温度でも低温障害を受けるものがある

(石畑， 1984). 安富 (1994) は‘アーウィン'を収護

後 30
0

Cで追熱させるのと 10
0

Cで6日間貯蔵後に 30
0

C

で追熟させた場合のよ七較を行い，前者では 2日後に呼

吸量が最大値に遣したが，後者では 10
0

C貯蔵中に呼

吸量の増加はなく，その後 30
0

Cに移行して増加した

が，呼吸量は低い髄であった.このことから，‘アーウィ

ン'では収穫後の果実を 52
0

C，10分間の温湯処理し，

常温で 2~3 日間の追熟期間を経て高品質の采実が得
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られるとしている.

上陸ら (2001) は， ‘アーウィン'では 25
0

Cの貯蔵

中に果皮色 a11痕と b11直，可溶性閤形物，ショ糖と果糖

が著しく増加し，果i苅硬度と多糖類が顕著に低下する

こと， 7 -15
0

Cの中・低温貯蔵期需が 30日以内であ

れば品質の劣化は起こらないと考察している.

マンゴー祭実をポリエチレンまたはポリ塩化ビニル

フィルムで倍装することで貯蔵期間が延長されるこ

とが Sornsrivichaiet al. (1989)により報告されている.

有孔ポリエチレンフィルムでの包装が輸入フィリピン

産‘カラパオ'の糖成分の増加，有機畿の減少，果皮

色および、果肉色の着色進行を妨げず¥水分損失を抑制

し，外観保持に有効で、ある(津田ら， 1999b). 低密度

ポリエチレンフィルムでの MA包装により，抵酸素 (1

-1.5kPa)，高二駿化炭素 (10- 15kPa) および包装

内のエチレンの蓄積を抑えた鮮度保持に適切なガス環

境に調節できることが明らかになっている(肖・清田，

2001) . 

照屋ら (2008) は，沖縄県では収穫後に 30
0

C前後

の常温に置かれると，果実の急速な劣化を引き起こし，

25
0

C以下では出荷後に結露を生じることから，成穫誼

後は 26-28
0

Cでの輪送が最適であるとしている.ま

た，弦間 (2001) はマンゴーの加工について紹介して

Lミる.

病害虫

‘アーウィン'果実はq文護後数Bのうちに架面に炭

癌病の病斑が現れ，病斑は時間の経過とともに拡大し

て荷品価値を著しく低下させる. 50
0

Cの温湯に 20分

間または 52
0Cの溢湯に 10分間の浸漬処理し，夜ちに

冷却することで果実品質に影響することなく病斑の

拡大を防止することができる(安富ら， 1991;安富，

1994 ;沖縄県植物防疫協会， 2001;沖縄県農林水産

部， 2002). 問自ら (2006) も炭壇病様黒色斑点の発

生抑制法についての報告を行っている.自然発生で

は，佐藤 (1997) がマンゴーから分離した灰色系菌

株を簡易検定により詞定し，Colletotrichum acutatum 

とC.gloeosporioidesの中間型であるとしている.田

場ら (2001) はマンゴーの葉から分離した炭症病菌

を仁 gloeosporioidesと同定し，さらに，出場ら (2003，

2004) はC.acutatumも炭痘病の病原としている.

近年開題となっている病害に軸腐病 (Lasiodiplodia

theobromae)があり，この病原菌は傷口から侵入して

我が国では擢病枝や果関の残法上で柄子殻で越冬する

ことや， q又穫した果実の果梗部熱処理法と 52
0Cで20

分間の温湯処理で発病が抑制されることがわかってい

る(沖縄県企岡部， 2006). 

‘アーウィン'で陪題となっている生理障害にヤニ

果がある.東ら (2004) は，発奮期から収穫直前まで

の最低気温が 19-20
0

Cでは，満開後 50-60日から

気孔の両端に亀裂を生じ，その後の果実肥大に伴って

亀裂が大きくなり細抱液がヤニとなって噴き出してく

るが， 23 -24
0

Cでは亀裂の発生が少ないことを報告

している.

‘アーウィン'では樹上完熟する前の落果により糖

度の低p果実が収穫されることがある.西部ら (2005)

は葉巣比を 70とし，収穫前に遮光率 30%の遮光ネッ

トを被覆することで巣実温度を低く抑え，果実肥大期

~収穫期の土壌水分を pF1.8-2.2で管理することで，

収穫前の落果の発生を軽減できたと報告している.

マンゴーでは果肉崩壊が大きな問題となることが

ある.果肉中に Caが少ないと果肉崩壊を引き起こ

す(Whangchaiet al.， 2001) ことが指摘されており，

蒸熱処理も果肉崩壊の原因となる(Whangchaiet al.， 

2000) .西田ら (2007) は適正な土壌水分管理とホウ

素の果面散布で生理捧警が軽減されたと報告してい

る.中)11ら (2010b) は成熟期の嫌気呼吸活性と果肉

崩壊症との関連性を諮査し， ‘キンコウ'において果

肉崩壊症とアセトアルデヒドとの関連性は低く，大量

に蓄積するエタノ -Jしとの関連性が高いと報告してい

る.

マンゴーの病害については渡嘉敷(1994)が，さらに，

痛害虫については沖縄県農林水産部 (2002) が詳しく

解説している.新留・栄 (1976) はマンゴー炭痘病の

発生消長について，年聞を通じて若い葉，茎，花序，

祭実に発生したことを報告しており，諮見盟ら (2003，

2005) は炭痘病の生物的防除法の報告を行っている.

山口ら (2006) は鹿児島県奄葵群島で，仲宗根ら

(1996) は沖縄県で発生が確認されたマンゴー害虫の

報告をしている.ハウス栽培ではアザミウマ類の加

害が問題となる(河村・谷口， 2002;山口・鳥越，

2001) .後藤・阿万 (2001)，山日 (2007) はチャノキ

イロアザミウマとアカオビアザミウマの発生推移につ

いて報告し，佐渡山 (2008) はチャノキイロアザミウ

マのそニタリング法としての黄色粘着トラップの有効

性を報告している.粟毘ら (2007) は，果実品質向上

用に用いた反射マルチがアザミウマの移動抑制に効巣

的であることを報告している.マンゴーにはカイガラ

ムシ類も多く寄生するが，近藤・河合 (1995) はイン

ドにおいてマンゴーに加害するカイガラムシ類を調査

している.

DNA分析

Eiadthong et α1. (1999a) は，形態分類にもとづい

てタイに 13種の Mangi!era属植物が存在することを

確認し，これらを用いて種間の遺伝的類縁梼係の研

究を行い， AFLP分析 (Eiadthonget al.， 2000)ではあ

る程度信頼性の高い結果が得られたが， cpDNA分析

(Eiadthong et al.， 1999b) で、は確実な結果は見いだせ

なかったそこで， r百シークヱンス法を用いて解析
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し，タイの Mang俳ra属 14種を分子系統学的に解析

した結果， M lauri仰 Bl.， M. sylvatica Roxb.および

M oblong扮liaHookは Mang俳raindica L.と近縁種で

ある (Yonemoriet al.， 2002) としている. Honsho et 

al. (2005) は，タイの 36品種を用いてマイクロサテ

ライトマーカ一法で解析し，この方法での品種分類の

可能性を指描している. Nishiyama et α1. (2006) は

GISH法により Mang俳m 属の類縁性の解析が可能と

している.狭間ら (2009) は SSRマーカーで 91品種

の類縁関係を調査，上田ら (2009) は ISSRマーカ一

法での調査結果から，沖縄県に点荘するマンゴーの古

木群は遺伝的多様性が高いことを報告している.我が

国で栽培されているマンゴーはほとんど‘アーウィン'

I品種と言っていい.今後，より特色のある優良品種

を育種する上で，これらの遺伝子解析法は育種期間の

短縮化に貢献できると思われる.近畿大学では新品種

4愛紅， (神崎ら， 2001) を品種登録している.今後，

世界に向けて多くの新品種を発信できるようにしたい

ものである.

栽培の基礎について，石畑 (1984，2000) ，大東(1996，

1997b) ，永悶(1997)，安富 (1996a，1996b， 2000)， 

日本果樹種苗協会 (1990)，松田 (2005a，2005b) ， 東

(2005) ，松島 (2005)，Yam註shita (2000)，米本 (2005，

2008， 2009)， Yonemoto (2005， 2006b)，鹿児島県果

樹試験場ら (2003)が詳しく解説している.石t崩 (1988)， 

伊翠 (1994)， 安富 (1994，1996b) らが指摘した我

が国のマンゴー栽培の問題点、については，現在でも解

決すべき課題として残っているものが多い.

口tz(2000， 2009) はマンゴー栽培に隠する， Camp-

bell (1992) は品種特性に関する多くの情報を提供し

ており栽培の参考になる.
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