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要 約 亜熱帯域におけるシカクマメの栽培に関する研究はほとんどない現状にある。本報では，耕作未利用地での土壌被覆
能や雑草防除を目的にしたカパークロップとしての食用作物のシカクマメの利用可能性を調査するとともに，若爽収量や子実
収量から食用作物として，さらに，若爽収穫後に茎葉を収穫した場合の緑肥としての可能性を調査した.

シカクマメは初期生育が遅く，株聞の土壌被覆率は播種 12週間後でも約 0.6m2m-2程度であったが，播種目週間後から播
種 32週間後まではほぼ完全に土壌を被覆し，沖縄での台風シーズンの土壌浸食防止機能や雑草防除機能は高いと考えられた

シカクマメの若爽は播種28週間後から播種34週間後まで収穫可能であり，総収量は新鮮重で1.46kg m-2であったまた，
シカクマメの地上部が枯死する 2月における子実収量も約 0.18kg m-2と高く，食用作物としても十分な収穫が可能であった

若爽収穫終了時における地上部の窒素， リンおよびカリウム吸収量は，それぞれ約 20.0，2.7および6.3gm-2であり，緑肥
として十分な効果があると恩われた.
以上より，シカクマメをカパークロップとして栽培した場合，未利用地からの土壌浸食の防止，土壌肥沃度の維持・向上を

果たすだけでなく，本来の食用作物としての収穫も可能で、あり，シカクマメは高い可能性を秘めた今後さらに詳細な調査をす

る価値のある植物であることが明らかになった.

キーワード カパークロップ，シカクマメ，子実生産，被覆率，緑肥
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Abstract In the present paper， we reported the potential utilization of winged bean (PsoPhocarpus tetragonolobus (L.) D.C.) 
as a cover crop to prevent erosion and to con仕01weeds in abandoned fields. The yield of younger pods and mature seeds was 

estimated in the use as cover crop. Also the availability of winged bean residues as a green manure was tested after the younger 

pods were harvested as a vegetable crop. 

The rate of covering over soil by winged bean which was 0.6 m2 町 2泊theinter-row area 12 weeks a食ersowing due to the slow 
initial growth increased wi由 almostcompletely covering being achievl巴d12 to 32 weeks after sowing. Therefore， winged bean is 
considered to prevent erosion and con仕01weeds from the rainy season to出etyphoon season in Okinawa. 

官leto凶 yieldof the younger pods was 1.46 kg F. W. m-2仕om28 weeks to 34 weeks after sowing. In addition， the yield of the 
dried seeds was 0.18 kg D. W. m-2 in February after the younger pods had been harvested. 

Moreover uptakes of N， P and K in the aboveground parts of the winged bean at the end of the harvest of younger pods 

amounted of 20，2.7 and 6.3 g m-2， respectively. It is conc1uded仕lata sufficient input could be achieved for use as green manure. 

Key Words: Cover Crop， Cover rate， Grain Yield， Green Manure， Winged bean 

はじめに

沖縄では，耕地面積の約 1割が未利用地として放

棄されている(沖縄県農林水産部農林水産企画課編

2007) .これら未利用地は傾斜地にあり，有機物の少

ない土壌が多く， 5月から 10月の梅雨時期や台風時

期の多降雨時に土壌浸食を起こしやすく，作土の損失

だけでなく，赤土流出による海洋汚染の原因の 1つに

なっている.土壌浸食防止の有効な手段の 1っと考え
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られているカパークロップの利用は，未利用地におけ

る雑草防除や土壌肥沃度の維持・向上にも役立つと考

えられ，未利用地の管理および保全上有効である(山

本ら 2005，小松崎 2007).なお，沖縄において土壌浸

食防止を目的としたカパークロップには，多降雨時期

に土壌を十分被覆する期間の長い植物が求められる.

また，作業労力が少なく栽培管理が容易であり，収穫

物が得られるなどの付加価値があればさらに導入しや

すいと思われる.

そこで，本研究では，未利用地を中心にした土壌

浸食防止を目的にしたカパークロップとして，つる

性の熱帯産多年生草本のシカクマメ (PsoPhocarpus

tetragonolobus (L.) D.C.)の利用可能性を調査した

なお，シカクマメは，アフリカのマダガスカルかモー
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リシャスが起原とされるマメ科食用作物である(吉

原 1999). 日本でのシカクマメの歴史は浅く， 1960年

代後半にアメリカから西表島に導入されたとされてお

り，現在，石垣島，西表島，沖縄本島南部で小規模に

栽培されている程度であるが，南インド，インドネシ

ア，マレーシア， ミャンマー，ノfプアニューギニア，

フィリピン，タイおよびベトナムで園芸作物として栽

培されており，若焚は野菜として利用され，サヤイ

ンゲンやサヤエンドウと同等の栄養価を有し，子実

はダイズと同程度の高タンパク質(約 35%)，高脂肪

(約 17%) である(吉原 1999). さらに，塊根にも約

12%のタンパク質と約 30%の炭水化物を含み，ほと

んどの器官を野菜や加工食品として利用できる(吉原

1999) . しかしながら，シカクマメの栽培に関する研

究はほとんど無い現状にある.そこで本報告では，カ

ノfークロップとして地這い栽培したシカクマメの被覆

率を中心に調査するとともに，若爽および子実収量，

さらに緑肥としての可能性について検討した

実験材料および方法

供試植物

供試植物には，シカクマメ (PsoPhocarpustetragonolobus 

(L.) D.C.品手重.ウリズン)を用いた.

栽培方法

琉球大学亜熱帯フィールド科学教育研究センターの

圃場に 30m2 (3m x 10m) の 3試験区を設け，2006 

年 4月20日にシカクマメを各試験区の中央に 0.5m

間隔に 3畝，株聞を 0.5mとして株あたり 5粒を播種

した試験区は前作のウコンを収穫後，播種前に耕起

し，畝立ては行わなかった なお，シカクマメは硬実

種子であるため種子にカッターナイフで傷を付けた

後播種し，播種 2週間後に株あたり 2個体に間引きし

たまた，栽培は無施肥で行い，土壌に残存する前

作のウコンが出芽するため，播種8週間後までこれら

を手除草した.また，播種時の試験区土壌(島尻マー

ジ)の理化学性は定法にしたがい測定した(第 1表). 

すなわち， pHおよびECは1:2.5および1:5 (W v'l) 

水抽出後， pHメーターおよびECメーターで(伊達

1986a，伊達 1986b)，全炭素含有率および全窒素含有

率は CNコーダ一法(山田 1997) で，無機態窒素は

ブレムナ一法(深山ら 1970) で測定した 全 リン酸

は硝酸・過塩素酸湿式灰化後にパナモリブデン酸法

(関谷宏三 1970a) で，有効態リン酸は 25mLV酢酸

で抽出後に塩酸モリブデン法(関谷 1970b) で測定し

た リン酸吸収係数は，リン酸アンモニウム液法(南

候 1986) で，交換性陽イオンは，1 mol L-l酢酸アン

モニウム (pH7.0) で抽出後，原子吸光分析法(鎌田

1986) で測定した.

被覆率の調査法

栽培期間中に 4週間おきに 2006年 12月28日まで，

各試験区内の中央畝の株が中心になるようにコドラー

ト (0.5mX 0.5m) を置き(写真 1)，約 5mの上空よ

り鉛直方向から写真を撮影した撮影した写真は，第

1図に示すように， Adobe Photoshop ver. 7.0を用い

てコドラートを中心に1.5mX 1.5mのサイズで切り

取り，さらに株元と株聞が区別できるように 0.5m X 

0.5mのサイズに 9分割した.各写真の画像は，フラ

クタル解析システム ve工3.4を用いて緑色部を抽出し，

被覆率を自動算出した(佐々木 1994). 

第1表 供試圃場土壌の理化学性

pH 

EC (10-3 S m-1) 

全炭素 (X10-3 kg kg-1) 

全窒素 (X10-3 kg kg-1) 

C/N 
無機態窒素 (X1O-6kgkg-1) 

全リン酸 (x10-3 kg kg-1) 

有効態リン酸心(X10-6 kg kg-1) 

リン酸吸収係数 (X10-3 kg kg-l) 

交換性カリウム (X10-3 mol
c 
kg-l) 

交換性カルシウム (X10-3 mol
c 
kg-1) 

交換性マグネシウム (X10-3 mol
c 
kg-l) 

交換性ナ トリウム (X10-3 mol
c 
kg-1) 

a) 25mLL-l酢酸可溶リン酸 (Ca型リン酸)

7.1 

15.5 

17.1 

1.9 

9.0 

17.3 

5.6 

57.6 

10.4 

15.0 

127.0 

8.0 

2.5 

写真 1 地這い栽培したシカクマメの被覆状況
A:播種 8週間後 (6月15日B:播種目週間後 (8月10日)

C:描種 24週間後 (10月5日) D:播種36週間後 (12月28日)
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第 1図
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地這い栽培したシカクマメの被覆率の推移
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第 2図

枯れ始めた.

また，株元と株間別の被覆率は播種8週間から 12

週間後には大きく異なり，株間より株元で高く推移し

た.

シカクマメの若葉および子実収量の調査法

シカクマメの若英は各試験区に 3m2 (1m X 3m) 

のサブプロットを設け， 2006年 11月2日から同年 12

月26日まで， 1日おきに長さ約lOcm程度に生育し

たものを収穫し，週単位の収量を求めた.

さらに，若葉収量調査を行ったものとは別の 3m2

(1m X 3m)のサブプロットを設け， 2007年2月7日

に完熟した子実を風乾後の収量を測定して調査した

2，5，8:株元

地這い栽培したシカクマメの若葉の収量および子実収量

第3図にシカクマメの若英の収量を示す.

野菜として利用可能な長さlOcm程度の若葉は， 11

月2日(播種28週間後)から 12月16日(播種 34週

間後)の約 6週間連続的に収穫が可能であった.週当
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若葉収穫終了後のシカクマメ地上部生育量の調査法

若葉収量調査終了時に，各試験区でコドラート法

(0.5m X 0.5m)により地上部を刈り取り，小葉部と(葉

柄+茎)部別に 70
0

C，72時間通風乾燥後の乾物重を

測定して地上部生育量としたまた，小葉部と(葉柄

+茎)部の各種成分吸収量は，定法にしたがい測定し

た.すなわち，炭素，窒素の測定は CNコーダ一法(山

田， 1997) で， リンは 450
0

Cに設定したマッフル炉内

で1時間乾式灰化し， 1:30硝酸液に溶解して 100mL

に定量した後，パナドモリブデン法で(Kre包schmar

1991)測定した.陽イオンは硫酸・過酸化水素分解後，

適宜希釈して原子吸光分析法(水野 1980)で測定した

地遭い栽培したシカクマメの被覆率

写真 1にシカクマメの被覆状況を，第2図にシカク

マメの被覆率の推移を示す.

1.5m X 1.5mサイズ(以下，全体とする)の被覆率

は，直線的に高まり，播種目週間後にはほぼ完全に

土壌を被覆し，その後播種36週間後まで被覆し続け

た.ただし，若葉収穫終了時である播種36週間後には，

被覆率が約 0.95m2m-2とやや低下するとともに葉部が

試験結果

地這い栽培したシカクマメ若爽の収量
工-標準偏差

第 3図
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たりの若葉数および重量とも，収穫開始4週間後まで

高まり，その後著しく低下したまた，収穫開始6週

間後の 1英当たりの重量はそれ以前のものに比べて急

激に低下したしたがって，若英の収穫盛期は 11月

下旬から 12月上旬と考えられた.なお，本試験での

収穫期間中の若英の総収量は新鮮重で1.46kgm2で

あった.

第2表に地上部がほぼ枯死した時期の 2月上旬に収

穫した子実重量を示す.

地這い栽培のため英は土壌に接触しており，一部の

英は土壌微生物や生物により分解や食害されていた

が，ほとんどは子実として収穫が可能で、あり，約 0.18

kgm2の収量を示し，1000粒重は約 0.3kgであった

若葉の収穫終了時のシカクマメ地上部乾物重および各

種成分吸収量

若英収穫終了時における地上部の乾物重および各種

成分吸収量を第 3表および第 4表に示す.

若英収穫終了時の生育がほぼ停滞しやや枯れ始めた

時期ではあるが，乾物重は葉部および(葉柄+茎)部

はそれぞれ約0.23kgm2および0.47kgm2であった.

また，各種養分吸収量は，窒素およびカルシウム以

外，乾物重の大きp(葉柄+茎)部で小葉部より高まっ

ていた.若英の収穫終了時ではあるが，葉部の窒素含

有量は約 45gkg-1と比較的高い値であり，窒素畷収量

は(葉柄+茎)部より高まっていた.その結果，小葉

部および(葉柄+茎)部の C/Nはそれぞれ 9.8およ

び20.5であった.なお，若英の収穫終了時に緑肥と

して利用する場合，地上部に由来する 3要素，窒素，

リンおよびカリウムはそれぞれ約 20，2.7および6.3g

m-2が施用できる.

考察

土壌の被覆状況

初期生育時から播種 12週間後までは株間より株元

で被覆率が高まることは株を中心に生長をするため当

第2表 地這い栽培したシカクマメの子実収量

子実収量

(gm-2) 

189.2 :t 46.3 

平均±標準偏差

1000粒重

(g 1000 seeds-1) 

3⑪1.7:t 3.2 

然といえる.その後の生育では，株間と株元の被覆率

に差がなく，全体の被覆率と同様にほぼ完全に被覆し

ており，その後 12月まで被覆率の低下は見られなかっ

た。そのため，沖縄における 7月から 10月の台風時

期の土壌浸食防止のためのカパークロップとして十分

な効果が期待できると考える. しかし，初期生育が遅

く，本試験では， 5月中旬以降に梅雨入りする沖縄で

は，梅雨時期の被覆率が十分ではなかった. したがっ

て，沖縄では気温の上昇する 3月に播種するか，播種

密度を本試験の 2倍程度以上に高めるなど，梅雨時期

の被覆率を高めることを検討する必要がある.

また，雑草防除能もカパークロップの重要な機能で

あると考えられる.本試験では沖縄で通年発生する強

害雑草であるアワユキセンダングサを播種8週間後ま

で定期的に取り除いたが，シカクマメをカパークロッ

プとして栽培することでアワユキセンダングサなどの

発生もほとんど見られず，雑草防除能も高いことが推

察される.

なお，本試験では被覆率を写真から緑色部を抽出し

た画像処理をして算出したしたがって，初期生育時

にはその影響は少ないが，完全に被覆した場合でも遮

蔽による影ができ被覆率が実際より若干低下したし

かし，本画像処理ソフトはカパークロップ等の被覆率

の調査を簡便に行うことができ有効なものと考えられ

る.

地這い栽培したシカクマメの若葉の収量および子実収量

一般にシカクマメは食用作物として栽培する場合，

支柱を立てるなどして栽培する(吉原 1999).本試験

では，カパークロップとしての利用を検討したため，

支柱を用いず地這い栽培したが，無施肥栽培したシカ

クマメは若英で約1.5kgm2，子実としても約 0.18kg 

町 2収穫でき，食用作物としでもある程度の収穫が見

込めることが明らかになった.このことは，沖縄だけ

でなく熱帯および亜熱帯域に多く分布する発展途上国

で食糧不足，とくに深刻なタンパク源不足のために食

第3表若爽収穫終了時の地上部乾物重

小葉部 (gm-2) 232.3 :t 18.8 

葉柄部+茎部 (gm-2) 466.2 :t 28.5 

地上部 (gm-2) 698.5 :t 44.7 

平均±標準偏差

第4表 若葉収穫終了時のシカクマメ地上部における各種成分吸収量

C (gm-2) N (g m-2) CjN p (gm-2) K (gm-2) Ca (gm-2) Mg (gm勺

小葉部 101.8 :t 7.3 10.4 :t 0.4 9.8 :t 0.3 1.0 :t 0.0 1.8土 0.4 4.4土 2.1 0.6 :t 0.0 

葉柄部+茎部 202.3 :t 11.1 9.9 :t 0.7 20.5 :t 2.1 1.7 :t 0.2 4.5 :t 0.8 5.9 :t 0.6 0.9 :t 0.1 

地上部 304.1 :t 16.8 20.3 :t 0.4 15.0 :t 0.9 2.7 :t 0.2 6.3土 1.1 10.3 :t 2.5 1.5土 0.1

平均±標準偏差
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周作物でない緑肥の導入，普及がしにくい状況を克服

する可能性を秘めているとも言える.なお，本試験で

は日長の影響が弱くなるように改良された品種(ウリ

ズン)を用いたが，シカクマメの若英の収穫は 11月

からで支柱を立てて栽培した場合より遅かった(吉原

1999) .この原因は不明であるが，カパークロップと

して地這い栽培した場合の受光体勢が異なったことが

影響していると考えられる.また，支柱を立て栽培に

比べて地道い栽培では収量がやや低下することを示し

た報告もあり(Anjanaet al.， 1984)，これらの点につ

いて今後詳細な調査が必要である。

若葉の収穫終了時のシカクマメ地上部乾物重および各

種成分吸収量

シカクマメは，他のマメ科食用作物と比べて，根に

付着する根粒が多数で大きいため，極めて旺盛な生育

を示すとされている(吉原 1999).無施肥で栽培した

本試験においても若爽収穫終了時におけるシカクマメ

の地上部の乾物重は，約 O.7kgm2を示し，窒素を中

心に各種肥料成分の含量も大きく，それらの分解によ

る無機化も C/Nが高くないことから比較的早いと考

えられるため，後作への緑肥としての効果も高いと思

われる.

今後，カパークロップとしての利用性を明らかにす

るために，実際に土壌浸食防止効果と雑草防除効果な

どについて調査するとともに 緑肥としての分解特性

や各種成分の放出特性および後作物の生育に及ぼす影

響，さらに，飼料作物としての利用性についても検討

する必要はある.食用作物であるシカクマメは多面的

な利用可能性を秘めた有望な作物と考えられる.
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