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亜熱帯農業センターの業務をより充実さ

せ、研究成果を一層役立つものとしていくた

めに、生産者の方々へのアンケート調査を実

施しました。島内の 25 名の方にご意見を伺

い、19 名（父島 7 名、母島 12 名）の方々

からご回答をいただきました。設問事項は、

①現在の主力品目、②5～10 年後に想定さ

れる主力品目、③農業センターへの要望の３

点としました。①現在の主力品目ですが、父

島では、観葉、ハチミツ、ハーブ類など、一

般野菜類（キュウリ、ズッキーニ、葉物野菜

など）とマンゴーがほぼ同列、次にパッショ

ン、シカクマメと続き、幅広い品目が生産さ

れています。一方、母島ではパッションとミ

ニトマトが圧倒的に多く、父島と母島での農

業形態の違いが良く現れています。②5～

10 年後の主力品目ですが、父島では上位４

位までは現在の主力品目と変わらず、現在の

栽培体系の継続を希望する意向が高いのに

対して、母島では、３位に菊池レモン、 
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４位にマンゴーがあげられ（現在はそれぞれ

6、7 位）、パッション、ミニトマトに次ぐ

新品目として注目されている結果となりま

した。③農業センターに対する要望事項では、

父島では、島内自給堆肥製造、輸送・貯蔵、

減農薬栽培、高品質化、経営モデル、６次産

業化、また母島では、周年収穫、品種比較、

高品質化、収量増加、新品目導入、輸送・貯

蔵、収穫期調整、経営モデルといった要望が

上位を占めています。要望事項は多岐に渡っ

ており、依然として生産上の課題が多い一方

で、共通点として「高品質化」「輸送・貯蔵」

「経営モデル」が上げられ、小笠原ならでは

の課題に対する解決方法とさらなる経営の

発展を望む声が多くなっています。農業セン

ターでは、皆様のご意見を受け止め、小笠原

の実態に即した試験研究を展開するように

努めてまいります。お忙しい中、アンケート

にご協力いただきました生産者の皆様に厚

くお礼を申し上げます。＜星＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ～ 農業センターへの要望を調査しました ～ 
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農業センターに対する要望事項（左：父島，右：母島，横軸は回答数）
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24年度に発表した農業センターの研究成

果概要を紹介します。 

１．アテモヤの２回剪定による果実品質変化 

アテモヤは春期(３月)１回と夏期(６～９

月)１回の計２回剪定により、収穫時期の調

整が可能となります。また、2 回剪定を行っ

た樹の収穫果は、1 回剪定（春期のみ剪定）

を行った樹の収穫果に多く認められる追熟

中の裂果は発生せず、糖度・酸度が上昇し、

食味が良くなることが明らかになりました。

（網野） 

２．パッションフルーツ 

①開花初期の剪定による収穫量の平準化 

Ｔ字棚栽培において、開花初期に３割の着

果枝を切戻し剪定し、脇芽を伸張させると、

開花盛期が分散され、栽培期間内の週ごとの

着花量および収量が安定します。また、総収

量は慣行と同等となり、収穫期間内の安定出

荷が可能となります。          

②「台農１号」果皮の着色不良の発生実態 

着色丌良果の落果は、鉄骨ハウス内(平棚

下 20ｃｍ)の日最低気温 24℃以上もしく

は日最高気温３４℃以上で多発することか

ら、温度との関係性が強いと考えられます。 

③新緩衝材の大箱・中箱での効果の検証 

新規に導入したウレタン製緩衝材は、大

箱・中箱にかかわらず旧資材に比べて衝撃緩

和効果が高く、本土向け出荷物の良品率が大

きく向上します。しかし、大箱は中箱に比べ

ると良品率が低下するため、大箱の良品率向

上について、今後検討する必要があります。

(宗・網野) 

３．レイシの環状剥皮による花芽形成の誘導 

レイシを安定的に開花・結実させるために、

花芽形成を誘導する手法のひとつである環 

 

状剥皮（樹皮をリング状に剥ぎ取る処理）の

効果を検証しました。 

「ギョッカホウ」「クロバ」の２品種ともに、

亜主枝を環状剥皮することで、花芽形成が誘

導されました。また、「クロバ」では、剥皮

処理部の枝直径が太いほど花芽形成率が高

くなりました。（窪田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 処理部位の枝径と花芽形成率の関係

（品種：「クロバ」） 

４．モクマオウ林に移植した植物の生存率 

 植生回復を目的に自生種 14 種（固有種

10 種、広域分布種４種）をモクマオウ林に

移植しました。移植後３年間の生存率と樹高

の推移から、モクマオウ林への移植に最も適

した樹種は、固有種ではシマギョクシンカ、

ムニンネズミモチ、タチテンノウメ、広域分

布種ではシマカナメモチであると評価しま

した。なお、樹高に限るとオオバシマムラサ

キが最も優れました。（宗） 

５．病害虫防除試験の取組み 

①アフリカマイマイ全島調査（第 11回） 

1985 年から数年おきに実施している父

島･母島のアフリカマイマイ分布調査を５月

に実施しました。その結果、過去 10 年ほど

と同様に、父島では分布域が限られ低密度、

母島においては島全体に高い密度で生息し

ていました。卵を持つ個体の割合は父島、母

～ 平成２４年度の研究成果概要 ～ 



2013/５/13 

 - 3 - 

 
母島

○○
○▲○●
○▲●

●○
●
●●

●●●

●

●●●●
●

▲●●●●●
●●

●
●
●

○
○○
○●●

●
●●

●●●○
○
○○○○

○
○
○○

○○○○○○

○○

○○
●○

○○○○
○

○○○○○○

○○

○

○○○○
○

○
○ ○○○

○○○

父島

2 km

N

市街地

市街地

農耕地

農耕地

農耕地

農耕地
農耕地

農耕地

○
●

○

（大村）

（南崎）

（初寝浦）

（西海岸） （沖村）

●

島ともに上昇しており、特に母島では今後と

も経過観察を強化することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 各調査地点のアフリカマイマイの生

貝分布ならびに密度（2012年） 
○：０個体/分、▲：０＜～≦0.1、●：0.1＜～≦0.5、 

●：0.5＜～≦１、●：１＜～≦２、●：２＜～ 

（平均密度：父島 0.01個体/分，母島 0.61個体/

分）。 

②ヒメオカモノアラガイならびにサツマイ

モヒサゴトビハムシの発生確認 

６～７月、父島・母島内の栽培施設で未知

のオカモノアラガイを確認しました。当初は

国内未分布のタイワンオカモノアラガイの

可能性が高かったのですが、最終的にヒメオ

カモノアラガイと確定しました。小笠原の主

要作物 10 種に対するリスクは低いことが

わかりました。また、７月、父島でヨウサイ

の葉を加害するトビハムシが発生し、サツマ

イモヒサゴトビハムシと判明しました。ヨウ

サイ以外ではサツマイモや海岸植生のグン

バイヒルガオで確認されました。なお、母島

では未確認であり、性別は調査した全個体が

雌でした。（大林） 

 

 

 

 

写真１ サツマイモヒサゴトビハムシ成虫 

（スケール（  ）は 1mm） 

 

６．オガサワラオオコウモリによる農業被害

対策 

①菊池レモン・甘夏・グアバの食害事例 

菊池レモン、甘夏、グアバの加害時期を調

査した結果、それぞれ５・８・12 月、８月、

４・８・９・10 月でした。以上より、対策

時期としては菊池レモンで５・８・12 月、

甘夏で７月下旬、グアバで３月上旬および８

月上旬と考えられました。 

②農作物の食害実態・食害リスク評価 

これまでに父島でオガサワラオオコウモ

リにより被害を受けた農作物は９科 26 種

で、新たに７種の食害が明らかとなりました。

給餌試験結果から、これまで被害報告がない

パパイア、ジャボチカバ、アテモヤの果実は

将来的に食害リスクが高いと判断されまし

た。（宗） 

詳細は以下のホームページをご覧ください。 

検 索 小笠原支庁 → 小笠原亜熱帯農業

センター → 試験研究成果概要    

 

農業者セミナーのお知らせ 

意欲ある農業者を対象とした農業者セミ

ナーを７月以降に開催します。詳細は、別途

お知らせいたします。      ＜窪田＞ 

 

土壌診断のお知らせ 
農業者を対象に畑の土を分析し診断します。

よく乾かして細かく砕いた土（できれば５mm

以下のふるいを通す）を手のひら一握り程度を

紙袋や封筒に入れて下さい。袋には依頼者名・

畑の場所・前作と後作を明記して下さい。 

父島は農業センター、母島は農協母島店に、

６月 20 日（木）までに提出して下さい。サン

プルの採集方法など疑問な点は農業センター

または営農研修所の職員にお尋ねください。 
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平成25年４月1日付けで農業センター所長の渋谷圩助は産業労働局農林水産部食料安全課

（都庁）へ、研究員の宗芳光は家畜保健衛生所肥飼料検査センター（立川市）へ、それぞれ異

動となりました。長い間お世話になりました。 

池田
い け だ

 行
ゆき

謙
のり

 研究員 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたび宗研究員の後任として着任し

ました池田行謙と申します。こちらでは、

カンキツ等果樹類の試験研究や外来種モ

クマオウの寡占林圪で小笠原固有種の植

生回復技術の開発を行う予定です。私は７

年前まで山口県の周防大島という瀬戸内

海では三番目に大きな島に住んでいて、当

時はカンキツ試験場の研究員でした。当時

も温暖な気候でしたが、こちらに来て父島

の最低気温の高さには驚いています。健康

管理に気をつけて、楽しく頑張ります。よ

ろしくお願いします。 

星
ほし

 秀男
ひ で お

 農業センター所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月より亜熱帯農業センターに勤務す

ることとなりました星  秀男と申しま

す。前職は農林総合研究センターで植物の

病原菌とその防除対策に関する試験研究

を行っていました。小笠原には出張で数回

お邪魔したことがあり、赴任に当たっては

若干の安心感もあったのですが、いざ来て

みれば右も左もわからず右往左往する毎

日です。しかしながら、これまでの業務で

培ってきた技術と経験を持って、小笠原農

業に多尐でも貢献できますよう頑張りた

いと思っております。どうぞ、よろしくお

願いいたします。 

 

農業センターの研究・実証展示分担が決まりました。所長の星は全体の総括、大林は病害虫

主担当で他にオガサワラオオコウモリ、網野は果樹主担当でパッションフルーツ、アテモヤ、

ホワイトサポテ、窪田は実証展示主担当で他にレモン、レイシ、バニラ、コーヒー、池田は小

笠原固有植物主担当で他にジャボチカバ、カンキツ類、当ニュースの編集担当となりました。

ご質問、ご要望は各担当者によろしくお願い致します。 

 

 

    

～ 着任職員の紹介 ～ 

農業センターニュースは小笠原亜熱帯農業センターのホームページにも掲載しております。 

検索 小笠原支庁 → 小笠原亜熱帯農業センター → 農業センターニュース 

 

 

 


