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GrowthanddecompositionpropertyofseveralgreenmanuresinOkinawa．

１．はじめに

有機質資源が少ない沖縄県では士づくりにお

いて緑肥の重要性が高く，サトウキビや冬春期

野菜の収穫後，春から夏にかけての休閑期間に

緑肥が栽培されている．栽培面積が多い緑肥は

クロタラリアやソルゴーであるが，近年ピジョ

ンピーやセスバニア，ヒマワリ等新たな緑肥が

導入されつつある．また，宮古地域で栽培され

てきた富貴豆は，つる性で赤土流出防止効果が

高い（宮丸，2006）ことから注目されている．

しかし，これらの緑肥について亜熱帯地域に属

する沖縄県内での生育特`性や成分的特徴が明ら

かにされていない．そのため，生産現場におい

てどの緑肥を栽培したらよいのかわからないと

いう疑問が多く挙がっている．一方では，農業

による環境負荷軽減のために，有機物施用によ

る化学肥料減肥が求められており，緑肥鋤込み

後の分解過程も明らかにする必要がある．

そこで，沖縄県内３ケ所（沖縄本島・宮古島・

石垣島）で春播き緑肥の栽培試験をおこない，

生育特性および成分含有率を調査した．また，

ガラス繊維ろ紙埋設法により，沖縄本島南部の

ジャーガル圃場において緑肥分解特性の比較を

おこなった．

２．材料および方法

１）栽培試験

春播き緑肥の栽培試験を旧沖縄県農業試験場

内圃場（以下本島圃場という)，宮古島支所内

圃場（以下宮古圃場という)，石垣島支所内圃

場（以下石垣圃場という）の３ケ所で2001～

2003年の３ヶ年間おこなった.各圃場の土壌条

件はそれぞれジヤーガル，島尻マージ，国頭マー

ジである．なお，緑肥はサトウキビ夏植前に栽

培されることが多いため，休閑期間のサトウキ

ビ畑を供試圃場とした．

緑肥は，クロタラリア（ネマコロリ：雪印種

苗)，ピジョンピー（雪印ピジョンピー：雪印

種苗)，セスバニア（田助：雪印種苗)，富貴豆

(県内栽培種：田中農園)，ヒマワリ（緑肥用ヒ

マワリ：タキイ種苗)，ソルゴー（堆肥ソルゴー：

雪印種苗）を用い，４月下旬から５月上旬にか

けて播種した．播種量は，１０ａ当たりでクロタ

ラリアは５ｋｇ，ピジョンピーと富貴豆は７ｋｇ，

セスバニアとヒマワリ，ソルゴーは３ｋｇであっ

た．試験の規模は試験年度や試験圃場によって

異なるが，１区70～200,2の２～３連制で，播

種後は適宜かん水し，ヒマワリ以外は無施肥で

栽培した．ヒマワリは無施肥では生育不良となっ

たため，ｌＯａ当たり窒素を５ｋｇ，リン酸とカ

リを２ｋｇ施肥した．

播種後約40日と約70日，約100日に緑肥の地



沖縄農業第42巻第１号（2008）2２

３．結果および考察

１）栽培試験

供試圃場の士壌化学性を表ｌに示した．定点

調査による県内サトウキビ畑の土壌化学性の結

果（亀谷，1995）と比較して，どの圃場もサト

ウキビ畑としては平均的か，やや低めの地力水

準であった．本島圃場では，ｐＨやＣＥＣは県内

サトウキビ畑土壌の平均的な値であるが，全炭

素と可給態リン酸が低く，特に可給態リン酸は

19.5ｍｇｋｇ１で土壌診断基準値のｌ００ｍｇｋｇｌよ

りかなり低かった．宮古圃場も全炭素や全窒素

含量は平均的な値であったが，可給態リン酸が

５４７ｍｇｋｇ１と低かった．石垣圃場は国頭マー

ジであるが，酸度矯正されているためｐＨ6.9で

あり，全炭素含量は低いが，可給態リン酸は他

圃場に比べて高かった．

各緑肥の生育特性から，鋤込み適期を検討す

る目的で，試験圃場毎に個体群成長速度を調査

した（表２）．マメ科緑肥であるクロタラリア，

ピジョンピー，セスバニア，富貴豆を比較する

と，クロタラリアが初期生育が速く，次いでセ

スバニア，ピジョンピー，富貴豆の順であった．

クロタラリアとセスバニアは播種後70日を過ぎ

ると生長速度が鈍化した．特に，クロタラリア

はその傾向が強かったので，播種後70日頃が鋤

込み適期であると考えられた．

セスバニアはクロタラリアに比べると生長速

度の鈍化は小さかったが，播種後70日頃に開花

し，100日では種子が形成されていた．これは

上部重および乾物率を調査し，個体群生長速度

を算定した．同時に地上部を採取して70℃で乾

燥後，１ｍｍ以下に粉砕して無機成分を分析し

た．また，供試圃場の土壌化学`性分析もおこなっ

た．

２）圃場条件下における分解試験

緑肥は，県内で栽培面積の多いクロタラリア，

ソルゴー，ピジョンピー，ヒマワリを供試した．

2002年４月下旬に播種し，播種後約70日で地上

部を採取した．その後，７０℃で乾燥後２ｍｍ以

下に粉砕し，全炭素および全窒素含量を測定し

た．

分解試験は前田・鬼鞍（1977）の方法に準拠

しておこなった．すなわち，旧沖縄県農業試験

場内のジヤーガル圃場から作土を採取し，風乾

後直径２ｍｍのふるいを通して，乾土30ｇ相当

量に炭素Ｌ５ｇ（乾士に対して重量比で５％）

相当量の緑肥を混合し，ガラス繊維ろ紙

(WhatmanGF/A）で作った円筒に充填した．

さらに市販の台所用水切りネットで包み，採土

した圃場の作土層，地表面下約10ｃｍに2002年８

月22日に埋設した．なお，ここで生士ではなく

風乾士を用いたのは，ジャーガルが重粘質で生

士では均一に緑肥と混合することが困難なため

である．その後，経時的に埋設物を取り出し，

全炭素および全窒素含量を測定した．また，試

験期間中の地表面下10ｃｍの地温も測定した．

表１．供試圃場の土壌化学性．

ＥＣ全炭素

(ｍＳｍＩ）（９ｋｇ'）

全窒素可給態リン酸ＣＥＣ

(９ｋｇ'）（ｍｇｋｇｉ）（ｃｍｏＬｋｇｌ）

pＨ
試験圃場土壌型

(Ｈ２０）（ＫCl）

本島圃場

宮古圃場

石垣圃場

ジャーガル

島尻マージ

国頭マージ

４
２
９

●
Ｄ
Ｃ

８
７
６

7.2

6.4

5.7

１９．５

54.7

184.2

14.2

20.7

４．４

６．７

１０．９

４．３

1.0

1.6

0.6

1７．７

１２．５

８．３
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表２．緑肥の個体群生長速度（９ｍ~2day－１)*．

本島圃場（播種後日数）宮古圃場（播種後日数）石垣圃場（播種後日数）

0～4０４０～7０７０～１０００～4０４０～7０７０～100０～4０４０～7０７０～100

クロタラリア

ピジョンピー

セスバニア

富貴豆

ヒマワリ

ソルゴー

3.9

0.8

2.1

17.1

８．０

１６．１

５．３

9.9

16.5

1３．３

１２．１

１３．８

４．２

４．４

１６．７

３
８
１
２
７
６

□
●
●
●
●
●

５
１
２
１
７
５

1１．３

８．０

１１．１

５．３

１０．７

１６．０

７．７

９．９

９．６

４．８

１．８

１３．４

１
３
１
７
７
０

●
●
●
●
●
●

９
２
４
１
７
２

1２．６

１２．９

１２．４

６．２

１１．５

１７．５

３．９

１１．３

１０．０

５．２

3.0

1.0 1６．３

＊：試験期間（３年間）の平均

セスバニアが雑草化する危険を意味しており，

これを避けるため播種後70日頃が鋤込み適期で

あると考えられた．

ピジョンピーは，初期生育は遅いが，播種後

70日を過ぎても生長速度の衰えはみられなかっ

た．そのため，今回の試験期間内では乾物収量

が一番高くなる播種後100日頃が鋤込み適期で

あると考えられた．また，１０月下旬には主茎の

木化が始まるという報告（伊藤・宮田，1994）

から，それ以前に鋤込むことが望ましいと思わ

れる．

富貴豆についても，ピジョンピーと同様に初

期生育が遅く，播種後70日を過ぎても生長速度

の衰えはほとんどみられなかったため，今回の

試験期間内では播種後100日頃が鋤込み適期で

あると考えられた．

ヒマワリは，播種後40日までの初期生育はク

ロタラリアとほぼ同等であり，播種後70日頃に

開花し，その後の生長速度は急速に減少した．

そのため，播種後70日頃が鋤込み適期であると

考えられた．

ソルゴーについては，供試した堆肥ソルゴー

は晩生であり，試験期間内では出穂しなかった．

生長速度の衰えもほとんどみられなかったため，

乾物収量が最大となる播種後100日頃が鋤込み

適期であると考えられた．

一方，圃場間の比較では，播種後40日までの

個体群生長速度は，クロタラリアとピジョンピー

では石垣圃場が速く，次いで宮古圃場，本島圃

場の順であった．セスバニア，富貴豆，ヒマワ

リについても同様な傾向がみられた．この理由

として，気温の影響がまず考えられるが，土壌

化学性の影響も無視できない．特に，可給態リ

ン酸については石垣圃場が高く，次いで宮古圃

場，本島圃場の順であり，緑肥の生長速度に大

きく影響している可能性があると推察された．

鋤込み適期における各緑肥の地上部乾物収量，

C/Ｎ比，成分含有率について，３圃場，３年間

の平均値を表３に示した．地上部乾物収量が一

番多いのはソルゴーであり，平均してｌＯ７Ｍｇ

ｈａｌであった.クロタラリアの地上部乾物収量

は播種後約70日で約6.8Ｍｇｈａｎあり，短期間

でも十分な収量が得られることが示された．ピ

ジョンピーは初期生育は遅いが，播種後１００日

ではクロタラリアと同等かそれ以上の収量となっ

た．セスバニアとヒマワリは播種後70日ではク

ロタラリアと同等か，やや低い収量であった．

富貴豆は地上部乾物収量が一番低く，平均して

3.5Ｍｇｈａｌであった.また，富貴豆は他のマメ

科緑肥に比べて，個体群生長速度が最大でも

6ｇｍ２ｄａｙ１と小さかった．これは他の緑肥が

直立』性であるのに対して，富貴豆はつる性であ
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り，生育に伴って受光態勢が悪化することが原

因ではないかと考えられる．富貴豆はムクナ属

に属するが，ブラジルではトウモロコシを収穫

した後，茎を残した状態でムクナを栽培してい

る（宮坂，1986)．ムクナはトウモロコシの茎

に巻き付いて繁茂し，この残茎とムクナを合わ

せて生草で60Ｍｇｈａｌの収量が得られている．

この事例を参考に，直立性であるクロタラリア

やソルゴーと混播することによって，富貴豆の

乾物生産量を増やせる可能性があり，今後検討

すべき課題であると思われる．

Ｃ/Ｎ比については，マメ科であるクロタラリ

ア，ピジョンピー，セスバニア，富貴豆のＣ/Ｎ

比は20前後であった．特に富貴豆はC/Ｎ比が

16.1と低いため，鋤込み後速やかに窒素の無機

化がおこると思われる．一方，ヒマワリとソル

ゴーはC/Ｎ比が平均して43.6,85.0と高かった．

窒素含有率については，マメ科緑肥ではおよ

そ20～309ｋｇ'であり，地上部乾物重の平均値

から鋤込んだ場合の成分投入量を推定すると，

１００～l70kgha1が投入されることになる．

リン含有率については，どの緑肥も約２～３

９ｋｇ'と低かった．県内の家畜ふんを原料とす

る堆肥のリン含有率は１０～369ｋｇ'であり（亀

谷ら，1980)，緑肥によるリン供給量は家畜ふ

ん堆肥に比べるとかなり小さい．推定成分投入

量も１０～20ｋｇＭ１であり，緑肥すき込みによ

るリン酸に対する肥料効果はほとんど期待でき

ないことが示唆された．

カリ含有率については，ヒマワリ以外の緑肥

はおよそ15～209ｋｇ'であり，ヒマワリが約３０

９ｋｇ'と他の緑肥に比べて明らかに高かった．

緑肥によって異なるが，鋤込みによるカリの推

定成投入量は，５８～l84kgha1であった．また，

徳之島の島尻マージ圃場における分解溶出試験

では，緑肥中のカリは１ヶ月で約90％以上が溶

出している（後藤・江口，1997）ため，緑肥鋤

込みによるカリ減肥の可能性は高いと考えられ

た．

今回供試した緑肥の中で，ソルゴーはハウス

等の塩類集積土壌で，カリや窒素を吸収するク

リーニングクロップとして利用されている（谷

本，19911しかし，今回の結果から地上部に

おけるカリの吸収量を試算すると，ソルゴーは

l76kgha･'，ヒマワリはl84kgha1であった．

そのため，ヒマワリもクリーニングクロップと

して利用できる可能性があり，今後，塩類集積

土壌における検討が必要であると思われた．

２）圃場条件下における分解試験

供試した緑肥のＣ/Ｎ比は，マメ科のクロタラ

リアとピジョンピーが低くそれぞれ18.4,18.3

であった．￣方，非マメ科のヒマワリは41.3,

表３．鋤込み適期*の地上部乾物重，Ｃ/N比，乾物当たり成分含有率と推定成分投入量．

地上部乾物重
Ｃ/Ｎ比

（Ｍｇｈａｌ）

乾物あたり成分含有率（９ｋｇ'） 推定成分投入量（kghaI）

炭素窒素リンカリ炭素窒素リンカリ

クロタラリア

ピジョンピー

セスバニァ

富貴豆

ヒマワリ

ソルゴー

６．８(±０．８）

７．１(±1.6）

５．４(±1.1）

３．５(±0.8）

５．９(±1.3）

１０．７(±0.4）

22.2(±３．５）

21.6(±3.0）

23.0(±３．７）

16.1(±２．０）

43.6(±13.0）

85.0(±15.1）

458(±１０）

488(±13）

470(±９）

466(±20）

441(±17）

453(±15）

21.0(±3.4）

23.1（±3.1）

21.0(±3.5）

29.5(±4.3）

10.8(±2.9）

５．５(±1.0）

2.3(±０．３）

2.8(±0.3）

2.9(±0.7）

3.0(±0.9）

2.8(±0.7）

1.6(±0.3）

18.5(±3.5）

14.7(±3.1）

16.8(±2.4）

16.8(±2.9）

31.0(±8.6）

16.5(±2.4）

3107

3480

2525

1609

2618

4830

姐
硫
Ｅ
ｍ
４
９

ｌ
１
１
１
６
５

６
０
６
０
６
７

１
２
１
１
１
１

蠅
脆
卯
冊
幽
、

＊:クロタラリア・セスバニア・ヒマワリは播種後約70日に、ピジョンピー・富貴豆・ソルゴーは播種後約100日に調査
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ソルゴーは61.1であった．

図１に埋設期間中の日平均地温を示した．埋

設した８月22日の地温は約30℃であり，冬季に

向かって低下し，最低値は１月１３日の11.4℃で

あった．その後再び上昇し，６月下旬からは３０

℃前後で推移した（図１)．

腐植含量を増加させるためには乾物収量の多い

ソルゴーが適していると推察された．仮比重を

１，作士深を25ｃｍとして試算すると，ソルゴー

鋤込みによる全炭素含量の増加量は鋤込み１年

後には0.04％であり，連用が有効であると思わ

れる．

窒素については，クロタラリアとピジョンピー

は埋設後１ヶ月で速やかに窒素が無機化された

(図３)．その後，６ケ月までは残存率にほとん

ど変化なく，それ以降，再び窒素の無機化が生

じた．この現象は，埋設後６ケ月にあたる２月

下旬以降は地温が上昇しており，そのことによっ

て無機化が再び促進されたのではないかと思わ

れた．窒素残存率から，鋤込み後１ヶ月間の窒

素無機化量はクロタラリアでは約52kgha1と

試算されるが，これはサトウキビ夏植栽培にお

ける基肥窒素施肥量（熟畑の場合）の約70％に

相当する（沖縄県農林水産部，2006)．また，

鋤込み後６ケ月～１年後の窒素無機化量は約３２

ｋｇｈａｌと試算され，これは２回目の追肥（施

肥時期は２～３月，最終追肥）の窒素施肥量の

約30％に相当する．これらのことから，クロタ

ラリアやピジョンピーの鋤込みによる化学肥料

窒素減肥の可能性が示された．

ヒマワリとソルゴーについては，埋設後に窒

素の有機化がおこり，６ヶ月までは無機化は生

4０
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０
０

２
１

Ｐ
）
輯
←
智
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図１．試験期間中の日平均地温の推移．

360

炭素の分解については，どの緑肥も埋設後１

ヶ月で急激に分解した．特にクロタラリアが速

く，約60％が分解していた．次いでピジョンピー

とヒマワリが約55％，ソルゴーが約45％であっ

た（図２）．３ヶ月後までは同様な傾向がみら

れたが，それ以降は緑肥間の差はほとんどなく，

1年後には約80％が分解していた．徳之島の暗

赤色士における試験でも同様に、鋤込み後１年

以降は緑肥間で炭素の分解に差がないことが報

告されている（後藤・江口，1998)．そのため，

－←クロタラリア

ーームーピジョンピー

０
０
０
０
０
０
０

２
０
８
６
４
２

１
１

－←クロタラリア

ー．．△…ピジョンピー

ーヒマワリ

.．．※・・ソルゴー

０
０
０
０
０

４
２
０
８
６

１
１
１（
ま
）
鶴
仕
輝
線
洲

－←ヒマワリ

－－※－ソルゴー

雌＞ｆ二二二二j#…

よ
）
鶴
仲
趨
緤
追 ﾄﾞﾐﾐﾐﾐ,－－－～

.×

9■
宝Ｒ=＝=－－－①

昌旦。.

ﾐﾆﾐﾆﾐﾆﾐﾆ44０

２０

０６０１２０１８０２４０３００３６０

埋設後日数

図２．緑l巴の炭素残存率の推移．
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図３．緑IBの窒素残存率の推移．
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じなかった．その後，６ヶ月～１年後までにヒ

マワリでは42％，ソルゴーでは23％の窒素が無

機化された．これらのことから，栽培期間の短

い冬春期野菜やサトウキビ夏植栽培の基肥につ

いては，ヒマワリやソルゴーの鋤込みによって

化学肥料窒素を減肥することはできないと推察

された．

4．おわりに

今回調査した春播き緑肥の生育特性から，休

閑期間が３ケ月以下の場合にはクロタラリアや

セスバニア，ヒマワリが適しており，休閑期間

が３ヶ月以上の場合にはピジョンピーや富貴豆，

晩生のソルゴーが適していると考えられた（表

4）．ただし，同じ科に属する作物を続けて栽

培することは，病害虫を助長する可能性がある

ため，緑肥を選択する場合に注意する必要があ

る．特に，ソルゴーについては，後作のサトウ

キビ発芽率および初期生育に悪影響があるとい

う報告（太郎良ら，2005）があるため，サトウ

キビ夏植前の緑肥としては適さないと考えられ

る．また，今後，緑肥鋤込みによる化学肥料窒

素やカリの減肥可能量について検証していく必

要がある．

Ｓｕｍｍａｒｙ

ｌｎｔｈｉｓｓｔｕｄｙ，weinvestigatedgrowthand

decompositionpropertyofseveralgreen

manuresinOkinawa、Theresultsshows

thatthemostlikelydatetoincorporate

CMMzγjα”"Ceα，Sesbα"ｊａｃα""αbj"ｃｚａｎｄ

Ｈｂﾉ、"肋"ｓｃＺ""""sis70daysaftersowing

wlilethedateofQZﾉﾋJ""saZﾉﾋz",Ｍ↓c""αc”jtZzm

aｎｄＳｏｿig/MzD"lgZz形islOOdaysaftersowing・

ＤｒｙｙｉｅｌｄｏｆＳ.Zﾉ"卿”ｉｓｌＯ７Ｍｇｈａ.'ｗｈｉｃｈ

ｉｓｔｈｅｈｉｇｈｅｓｔａｍｏｎｇｔｈｅｅｘａｍｉnatedgreen

manures・Ｍｃｑｐｊｍｍｓｈｏｗｓｔｈｅｌｏｗｅｓｔｙｉｅｌd

whichcausedbytheplanttype、Other

greenmanuresshowsabout5,9-7.1Mghal

ofdryyield

Nitrogencontentofleguminousplantsre‐

sulｔｉｎａｂｏｕｔ２－３ｇｋｇ､landdecomposition

testsuggestedthatmineralizationofnitro‐

genoccuredrapidlyafterincorporationOn

theotherhandHα""""ｓａｎｄＳ〃"lgZJ〃are

suggestedthatimmobilizationofnitrogen

occeredduring6monthsafterincorporation．

表４．沖縄県における春播き緑肥の選び方．

圃場条件

地力が低く、次

作はマメ科作物

ではない

地力が高い、ま

たは次作がマメ

科作物

休閑期間

３ケ月以内クロタラリア
セスバニア

ヒマワリ
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