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飼料利用を考えた水田栽培ケナフ (Hibiscuscαnnαbinus L.)の生育に及ぼす

異なる濯減条件の影響

志水勝好 Iキ・柴山美智子 2・石川尚人 l

1筑波大学生命環境系 干 305-8572茨城県つくば市天王台 1-1-1

2筑波大学大学院生命環境科学研究科 干 305-8572茨城県つくば市天王台 1-1-1

要 約 ケナフ (Hibおcuscannabinus L.)は水田で栽培できる作物の一種であるが湛水ストレスはケナフの生長を抑制する.

本研究の目的は水田環境における港減方法がケナフ(品種:Everglades 41)の生育にいかなる影響を及ぼすかを明らかにする

事である.畑地および水田で栽培を行い，水田では慣行湛水区(水稲の水管理)，無湛水区(土壌の乾操を防ぐため栽培期間

中毎朝土壌表面から 1-2cm程度潜水， 2010年，実験 1)，中期間湛水区(生育中期のみ湛水，湛水深5cm:播種後 58-104 
日， 2011年，実験2) を設けた.畑地栽培では濯水は行わず降雨のみとした実験1の結果，無湛水区のケナフ地上部生体重，

乾物重が最も高くなった実験2において 2度刈りでは水田中期間溢水区と畑地区で総乾物重に差は見られなかった.そのた

め再生率を考慮すれば生育中期のみ湛水する水田中期間湛水区がケナフを飼料的利用する場合最も有効と考えられた

キーワード 慣行水田栽培，中期間湛水，畑地栽培，無湛水

Effects of Irrigation Methods in Paddy Fields on the Growth and Cultivation of Kenaf (Hibiscus cαnnαbinus L.) As a 

Forage Use Katsuyoshi SHIMIZU1

へMichikoSHIBAYAMA2， and Naoto ISHlKAWA1 lFaculか01L終 andEnvironmental Sciences， 
Univ. olTsukuba， 1イ-1Tennodai， Tsukuba， Ibaraki 305-8572，japan， 2Graduate School olL約 andEnvironmental Science， Univ. 01 
Tsukuba， 1-1・1Tennodai， Tsukuba， lbaraki 305-8572， Japan 

Abstract Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) is one of the crops that can be cultivated in paddy field. However， waterlogging stress 
inhibited growth of kenaf in paddy field.τne 0 bjective of this study was to examine the effect of irrigation methods and intervals 

on yield of kenaf， cv.‘Everglades 41' in paddy field. In Exp. 1， we made a comparison of growth in kenaf under upland condition， 

under paddy field condition with conventional rice water management practice and under paddy field condition with no flooding. 

In Exp. 2， kenaf plants were grown under upland and paddy field conditions， to examine the effect of short term flooding on the 
aboveground yield. Fresh and dry weights of kenaf under paddy field condition with no flooding were the highest of the three 

growing conditions in Exp. 1. No significant differences in the total aboveground yield were observed between twice-cutting kenaf 
and once-cutting kenaf in paddy field conditions in Exp. 1. Kenaf showed no significant differences in dry weight between under 
the paddy field condition with short term flooding and under the upland field condition in Exp. 2. Therefore it was indicated that 
harvest of twice-cutting kenaf as a forage production in the paddy field was better with出eirrigated cultivation which was flooding 

in young plants period (5ふ104DAS)than upland field cultivation. 

Key Words: Conventional paddyfield cultivation， Paddy field condition with no flooding， Paddy field condition wi出 shortterm flooding， 

Upland field cultiva世on

緒 言

ケナフはアフリカ原産のアオイ科フヨウ属の一年生

の草本で，茎の靭皮繊維が発達するため，木材パル

プの代替材としての利用が進められている(釜野，

1999) .高緯度地域での栽培が可能で、あること，耐乾・

耐湿性が強いこと，比較的やせた土地でも生育が旺

盛であることなどからインドでは約 200年前，ロシア

では約 100年前，中国では約 70年前に導入され，栽

培が開始されるなど，その栽培地域は拡大してきた

(Webber III et al.， 2002). また土壌条件を選ばず(山
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本ら， 2001)，窒素やリンの吸収能力が高いことで土

壌修復や水質浄化の手段としての研究も進められてい

る(水田ら， 1998; Abe and Ozaki， 2007). ケナフの

飼料としての利用可能性についてもさまざまな研究

が行われている(熊井ら， 1988a; 1988b; 1999;石川

ら， 2002). ケナフの飼料価値は濯水量や施肥量など

様々な栽培要因によって異なるため，最適な栽培法を

確立すべくさまざまな研究が行われてきた (Nielsen，

2004 ; Muir， 2002). ケナフの葉は高いものでは約

20%の粗蛋白質を含有し，これは優良サイレージであ

るアルフアルファに匹敵する(志水・加藤， 2011). 

また有機酸を含むため， pHが 3程度と牧草と比較し

て非常に低く，サイレージに適していると考えられて

いる(中内ら， 1998;志水ら， 2013). 

ケナフは植物体全体の収量が大きくなる生育終期に

は落葉し，粗蛋白質を多く含む葉が減少する(志水・

加藤， 2011). しかし粗蛋白質含有率の高い生育中期
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(草高が 100cmを超え蛋白質含有率が低下し始め，靭

皮繊維が発達し始める時期)には植物体地上部の収量

は低い.そこで生育中期に一度刈取る 2度刈りが有効

であると考えられる.これは草高が 100cm- 120cm 

に達した生育中期に， 20 - 30cm程度茎基部を残し

て一度地上部を刈取り，節からの分枝の発生成長後に

再度収穫を行う栽培方法であり，高蛋白質でありなが

ら高収量が期待できる(志水・加藤， 2011). また茎

が発達し太くなる前に刈取ることができるので，機械

刈取り，加工が容易となると考えられる.

ケナフの水田栽培においては，茎直径の減少や草高

の低下など，湛水ストレスによって収量が減少すると

の報告がある (Changdeeet al.， 2009 ;志水・加藤，

2011) .また畑地条件では成長が停止し，落葉してし

まう生育後期でも，水田条件のケナフは生育を続け，

栽培期間を延長することが可能であり(志水・加藤，

2011) ，水管理を適切に行うことで生育の向上が図れ

ると期待されている(鈴木ら， 2000). 

本研究では熱帯原産のケナフを飼料作物として導入

し，生産調整水田で栽培することを想定して，水田栽

培に最適な水管理技術の確立を目指して栽培実験を

行った.

実験材料および方法

栽培は筑波大学農林技術センター畑地圃場および水

田で 2010年(実験 1)および 2011年(実験2)に行っ

た供試作物としてケナフ(品種:Everglades 41) 

を用いた.栽培区として畑地区，水田では慣行湛水区

(水稲の水管理)，無湛水区(土壌の乾燥を防ぐため，

毎朝土壌表面から 1-2cm程度濯水， 2010年)，中

期間湛水区(生育中期のみ湛水，湛水深 5cm:播種

後 58-104日， 2011年)を設けた(表 1).水田慣行

湛水区は水管理を稲作の'慣行法に従った.各栽培区で

それぞれ2度刈りを行う刈取り区，刈取りを行わない

無刈取り区(対照区)を設けた.

実験 1

畑地条件では 2010年 5月17日に淡色黒ボク土壌

圃6mx 10 m に 15cm X 15 cm (44.4本 m斗の栽

植密度で播種し，試験区として 2mX5mの刈取り

区と無刈取り区(対照区)とを各3反復設け，互い

に隣接しないように配置した(図1A).基肥として化

成肥料(くみあい複合燐加苦土安 800) により 5gN

m-2， 12.5 g P2U5 m-2， 12.5 g K2u mてを播種直前に施

用し，追肥として硫安を 5.0g N m-2で7月31日(播

種後 75日目)に施肥した(表 1).刈取り区として草

高が 100cm- 120cmに達した 7月28日に刈取り高

さ25cmで刈取りとったそして刈取り区，無刈取り

区ともに降霜前の 12月7日に地際から収穫した.水

田条件では， 5月17日にプラスチックハウス室内に

て園芸用培養土(スーパーミックス A，(株)サカタの

タネ， N・180，P.・120，長220(mg L-l) )を充填した育

苗ポットに播種し， 6月10日に 15cm X 15 cm (44.4 

本 m-2) の栽植密度で移植した水田無湛水区として

筑波大学農林技術センター 15号圃水田に 2m X 1.5 

mで刈取り区，無刈取り区をそれぞれ3反復設け(図

1B) ，水田慣行湛水区として同センター 12号圃水田

に 2mX 5mで刈取り区 無刈取り区をそれぞれ 3

反復設けた(図1A).そしてそれぞれの水田において

処理区がEいに隣接しないように配置した基肥とし

て化成肥料(くみあい複合燐加苦土安 800) により 5

gNmて 12.5g P2U5 m-
2， 12.5 g K2u m-2を移植前に施

用し，追肥として硫安を 5.0g N m-2で 8月28日(播

種後 103日目)に施肥した(表 1).刈取り区として 8

月25日に刈取り高さ 25cmで、刈取った降霜前の 12

月2日に水田慣行湛水区， 12月3日に水田無湛水区

表 1 各栽培年における栽培地と栽培条件

栽培年 栽培地条件 湛水条件 刈取り 播種 水田移植 1番刈り* 追肥 収穫

2010 畑地 錘 5月17日 7月31日(75) 12月7B ( 204 

有 5月17日 7月28日 (72) 7月31日(75) 12月7日( 204 

水田 慣行湛水 無 5月17日 6月10日 (24) 8月28日 (103) 12月2日 199 

有 5月17日 6月10日 (24) 8月25日 (100) 8月28日 (103) 12月2日 199 

無湛水 無 5月17日 6月10日 (24) 8月28日 (103) 12月3日 200 

有 5月17日 6月10日 (24) 8月25日 (100) 8月28日 (103) 12月3日 200 

2011 畑地 錘 5月17日 8月5日 (80) 11月28-30日 (205-207)

有 5月17日 8月3日 (78) 8月5日 (80) 11月28-30日 (205-207)

水田 慣行湛水 無 5月17日 6月14日 (28) 9月7日 (113) 11月28-30日 (205-207)

有 5月17日 6月14日 (28) 9月6日 (112) 9月7日 (113) 11月28-30日 (205-207)

中期間湛水 盤 5月17日 6月14日 (28) 7月初日 (74) 11月28-30日 (205-207)

有 5月17日 6月14日 (28) 7月28日 (72) 7月30日 (74) 11月28-30日 (205-207)

* : 2回刈りを行った場合1番刈りを行ったB.
()は播種後日数を示す.
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で地際から収穫した(表 1). 

刈取り区の刈り取った植物体のうち 10個体，最終

的に収穫した植物体のうち 10個体について，生体重，

乾物重および粗蛋白質含有率を測定した

実験2

畑地条件では試験区の設計は前年と同様とした(図

1A).基肥として化成肥料(くみあい複合燐加苦土

安 800) により 5g N m-2， 12.5 g P205 m六 12.5g K20 

町 2を播種直前に，追肥として硫安 (5.0g N m勺を

2011年 8月5日(播種後 80日目)に施用した(表 1).

5月 17日に 15cm X 15 cm (44.4本 m-2) の栽植密度

で播種し，刈取り区では 8月3日に 25cmで刈取り

とったそして刈取り区，無刈取り区ともに 11月28

-30日に地際から地上部を収穫した水田条件では，

5月 17日にプラスチ ックハウス室内にて園芸用培養

土(スーパーミックス A，(株)サカタのタネ， N-180， 

P-120， K-220 (mg L-I)) を充填した育苗ポットに播

種し， 6月 14日に 15cm X 15 cm (44.4本 m-2) の栽

植密度で移植した水田中期間湛水区として筑波大学

農林技術センター 15号圃水田に刈取り区，無刈取り

区それぞれ 2m X 1.5 mで3反復設け(図1B)，水田

慣行湛水区として同センター 12号圃水田に刈取り区，

無刈取り区それぞれ 2m X 5mで 3反復設けた(図

1A).そしてそれぞれの水田において処理区が互いに

隣接しないように配置した基肥として化成肥料(く

01・10

B/一一一12m一一~

図1 2010年および2011年の試験区配置図.
A 2010年および2011年の筑波大学農林技術セン ター畑

地園場および12号園水田の水田慣行湛水区の配置
B筑波大学農林技術セ ンター 15号園水田における水田

無湛水区 (2010年)および水田中期間湛水区 (2011年)
の配置図.

.:刈取り区，0:無刈取り区(対照区)

みあい複合燐加苦土安 800) により 5g N m-2， 12.5 g 

P205 m-
2， 12.5 g KzU m-2を移植前に施用し，追肥と

して硫安 (5.0g N m-2) を水田中期間湛水区は 7月30

日(播種後 74日目)，水田慣行湛水区は 9月7日(播

種後 113日目)に施用した(表 1). 刈取り区として

草高が 100cm- 120cmに達した 9月6日に水田慣行

湛水区， 7月28日に水田中期間湛水区において各 10

個体刈取り高さ 25cmで刈取りとった 刈取り区，

無刈取り区ともに降霜前の 11月28-30日に地際か

ら地上部を収穫した刈取った植物体のうち 10個体

収穫した植物体のうち 10個体について，生体重，乾

物重および粗蛋白質含有率を測定した

統計処理:得られた測定値については t検定または

分散分析を行った後， LSD法により多重検定を行っ

た.

結果

図 2に2010年および2011年の栽培期間中の平均気

温および降水量の推移を示した両年とも平均気温の

推移に大きな差は見られないが 2010年は 8月の高温

下で少雨であり， 9月には多雨となった(図 2).地上

部生体重，乾物重を両年で比較すると， 2011年の畑

地において著しく高かった一方， 2010年 8月の降雨

不足がケナフの成長を大きく抑制したことが明らかと

なった(表 2，3). しかしながら，無刈取りの水田慣行

湛水区では両年で大きな差は見られず，湛水栽培によ

る降雨の影響の緩和から水田栽培による収量の安定化

が期待できた(表 2，3). 

実験 1

無刈取り区と刈取り区では栽培条件を問わず刈取り

区の地上部総生体重，総乾物重が小さかった(表 2).

無刈取り区の水田無湛水区では生体重，乾物重が畑地

u 。
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図2 2010年および2011年の月別の平均気温および降水量

の変化.
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表 2 ケナフ水田栽培における地上部生体重および乾物重

(実験 1，2010年)

刈取り条件栽培地条件 生体重 乾物重

(kg m-1) (kg m-1) 

無刈取り 畑地 6.49 b A 1.74 b A 

水田慣行湛水 4.79 c A 1.23 c A 

水田無湛水 8.65 a A 2.19 a A 

刈取り 畑地 3.31 a B 0.63 a B 

水田慣行湛水1.33 b B 0.32 b B 

水田無湛水 1.30 b B 0.32 b B 

刈取り区においては 1番草+再生草の総生体重と総乾物重 (kg
m-1). 

同一アルファベット(小文字)は栽培地条件聞において，同一

アルファベット(大文字)はそれぞれの刈取り条件間でLSD

法により 5%水準で有意でないことを示す.

表3 ケナフ水田栽培における地上部生体重および乾物重

(実験2，2011年)

刈取り条件栽培地条件 生体重 乾物重

無刈取り 畑地

水田慣行湛水

水田中期間湛水

(kgm-1) (kgmサ

22.56 a A 6.03 a A 

4.73 b A 1.16 b A 

9.11 b A 2.58 b A 

刈取り 畑地 5.60 a B 0.85 a B 

水田慣行湛水 2.33 c B 0.52 b B 

水田中期間湛水 3.93 b B 0.80 a B 

刈取り区においては1番草+再生草の総生体重と総乾物重 (kg
m→). 

同一アルファベット(小文字)は栽培地条件聞において，同一

アルファベット(大文字)はそれぞれの刈取り条件問でLSD

法により 5%水準で有意でないことを示す.

区よりも高くなった(表 2).一方刈取り区では畑地

区に比し水田栽培区は低くなった(表 2).また無刈

取り区の地上部総生体重，乾物重と比較して，刈取り

区の総生体重，乾物重 (1番草+再生草)が畑地，水

田慣行湛水区，水田無湛水区ともに小さかった(表

2). 無刈取り区の草高では水田無濯水区が収穫時に最

も高かったが，地際直径，節数の値は畑地が最も高

かった(表 4).収穫時の葉数については畑地区より

も水田区が多かった再生草の再生率(刈取り個体の

うち分枝が発達し生育が確認できた個体の割合)は水

田慣行湛水区が最も高く 95%であったのに対し，水

田無湛水区では 34.8%と大きく低下していた(表 5).

さらに水田無湛水区の草高は慣行湛水区に比較し低い

傾向があり，葉数は慣行湛水区よりも低くなった(表

5). 組蛋白質については畑地区，水田慣行湛水区，水

田無濯水区ともに刈取り区の 1番草が最も高く，無刈

取り区が低くなった(表 6).

実験2

畑地区における生体重および、乾物重は前年に比べ著

表 4 収穫時の無刈取り区の草高，地際直径，残存葉数

および節数(実験 1，2010年)

栽培地条件 草高 地際茎直径残存葉数 節数

(cm) (mm) 

畑地 223.3 b 18.1 a 5.3 c 66.2 a 

水田慣行湛水 230.1 b 12.9 c 13.0 a 42.1 c 

水田無湛水 289.6 a 16.3 b 7.3 b 53.5 b 

同一アルファベットは栽培地条件聞においてLSD法により 5%
水準で有意でないことを示す.

n=3. 

表 5 刈取り区の再生草の草高，地際直径，残存葉数，分

校数および再生率(実験 1，2010年)

地際茎 残存
栽培地条件 草高 分枝数再生率

直径 葉数

(cm) (mm) (%) 

畑地 的.6a 13.1 a 0.0 c 2.6 a 25.4 c 

水田慣行湛水 89.4a 8.2 b 7.6 a 1.0 b 95.0 a 

水田無湛水 65.2 a 8.5 b 2.2 b 1.1 b 34.8 b 

同一アルファベットは栽培地条件聞において LSD法により 5%

水準で有意でないことを示す.

n=3. 

しく大きく，その結果水田区は畑地区に比較し小さく

なった(表 3).無刈取り区において水田中期間湛水

区が水田慣行湛水区に比較し生体重，乾物重は大きい

傾向を示し，刈取り区では総乾物重で畑地区と差は見

られなかった(表 3). また無刈取り区の地上部生体

重，乾物重と比較して，刈取り区の総生体重，乾物

重 (1番草+再生草)は畑地，水田慣行湛水区，水田

無湛水区ともに小さかった(表 3). 収穫時の無刈取

り区の草高，地際直径，節数の値は畑地区が最も高く

なったが，収穫時の葉数については水田区，特に水田

中期間湛水区が多かった(表 7).刈取り区について

は刈取り後の再生率が 2010年と同様に水田慣行湛水

区が 95.0%と高かったのに対し，水田中期間湛水区は

63.1 %であり水田無湛水区 (2010年)の 34.8%，畑地

区の 26.0%に比較して高い傾向を示した(表 5，8). さ

らに草高では畑地区と差が見られず，葉数では最も多

かった(表 8). 2010年と同様に粗蛋白質含有率は各

栽培区で刈取り区の 1番草再生草が無刈取り区より

も高かったか，高い傾向にあった(表 6).

考察

水田という過湿環境において，多くの作物は湛水ス

トレスにさらされ，栽培が困難である(佐藤・杉本，

2008) .ケナフはその中で水田において湛水条件で栽

培できる作物の一つであるが，生育は畑地栽培に比較

し抑制された(志水・加藤， 2011). 本実験でも 2011

年(実験2) においては畑地栽培に比し水田栽培では

草高，生体重，乾物重とも小さく，大きな差が見られ

た(表 3). 
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表 6 各栽培地条件の無刈取り，および刈取り区の地上部

粗蛋白質含有率

栽培地条件 刈取り条件 粗蛋白質含有率(%)

2010年 2011年

畑地 無刈取り 2.05 b 2.01 b 

刈取り 1番草 8.63 a 10.77 a 

再生草 2.63b 3.88 b 

水田慣行湛水無刈取り 2.80 b 3.21 b 

刈取り 1番草 4.09 a 3.66 b 

再生草 3.74a 8.33 a 

水田無湛水 無刈取り 2.48 c 

刈取り 1番草 6.76 a 

再生草 3.90b 

水田中期間 無刈取り 3.30 b 

湛水区

刈取り 1番草 5.20 a 

再生草 5.31 a 

同一アルファベットは各年各栽培地刈取り条件聞において

LSD法により 5%水準で有意でないことを示す.

畑地栽培におけるケナフ栽培は濯水を行わない降雨

依存栽培が一般的であり 降雨量の変化による収穫量

の年次変動が大きいことが予想される.そのため本実

験では 2010年の 8月の少雨が生育を抑制したものと

考えられた(図 2，表 2，3).一方，水田慣行湛水栽培

では降水量の影響は受けず，両年共に安定した地上部

収量を示した(表 2，3).このことから安定した収量を

得るためにはケナフの水田栽培は畑地よりも有効と考

えられた加えて飼料利用を考えた時，収穫時に粗蛋

白含有率の高い葉(志水・加藤， 2011) が多いことは

畑地栽培よりも有利と推察した(表 4，5，7および 8). 

2010年(実験 1) は水田慣行湛水区の他に水田無湛

水区を設け，根圏域には十分に濯水しながらそれでも

湛水状態とはならないように配慮した.これは十分な

土壌水分条件でありながら根に湛水ストレスの無いよ

うに考慮したものであった.その結果，無刈取りでは

水田無湛水区において水田慣行湛水区よりも生体重，

乾物重とも大きいものとなった刈取り区で 1番刈り

後の水田無湛水区の再生率が 34.8%で水田慣行湛水区

(95.0%) に比較して著しく低かった(表 5). これは

水田無湛水区の土壌水分状態でも根において水分欠乏

ストレスが生じたものと考えられた.飼料利用を考え

た際， 2度刈りによる地上部収量の確保が重要な事か

ら再生率の向上が課題となったそこで 2011年には

水田中期間湛水区(生育中期(播種後 58-104日の

間)のみ湛水，湛水深 5cm) を設 けた これ は播種

後 1番刈り時までは水田無湛水区のように湛水ストレ

スを受ける事なく生育させ 刈取り時に湛水条件にあ

る事で水田慣行湛水区に見られる高い再生率を目指し

たものである.その結果水田中期間湛水区では再生

表 7 収穫時の無刈取り区の草高，地際直径，残存葉数，

分枝数および再生率(実験2，2011年)

栽培地条件 草高 地際茎直径残存葉数節数

(c凶 (mm)

畑地 329.4 a 29.6 a 

水田慣行湛水 204.2 b 12.5 b 

水田中期間湛水 298.0a 19.7 b 

1.0 c 99.7 a 

8.9 b 49.0 c 

27.6 a 70.6 b 

同一アルファベットは栽培地条件聞において LSD法により 5%
水準で有意でないことを示す.

日=3.

表 8 刈取り区の再生草の草高，地際直径，残存葉数，分

枝数および再生率(実験2，2011年)

地際茎残存
栽培地条件 草高 分枝数再生率

直径 葉数

(c凶 (mm) (%) 

畑地 135.6 a 18.0 a 6.2 c 2.9 a 26.0 c 

水田慣行湛水 75.3 b 10.0 c 16.7 b 1.4 b 95.0 a 

水田中期間湛水 128.3a 11.6 b 21.6 a 1.4 b 63.1 b 

同一アルファベットは栽培地条件聞において LSD法により 5%
水準で有意でないことを示す.

日=3

率は 63.1%と無湛水区に比較し改善しており(表 8)， 

2度刈りを行う場合，水田栽培におけるケナフのため

の水管理として水田中期間湛水栽培は有効なものと考

察した.
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