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第 1 章 緒言 

 

近年，世界ではバイオ燃料が注目されている．農作物や木材を原料とするバイオ燃料は

植物が成長時に固定する二酸化炭素の量と燃焼時に発生する二酸化炭素の量が同量である

とみなされ，大気中の二酸化炭素の増加に影響を与えないカーボンニュートラル効果を有

する．この利点による二酸化炭素排出の削減は地球温暖化防止に起因すると言われている

ことが注目の理由である（Verrastro & Ladislaw, 2007）．バイオ燃料の種類の一つであるバイ

オエタノールはガソリンの代替燃料となる．トウモロコシのデンプンの糖化分やサトウキ

ビの糖分をエタノール発酵させることで得られ，環境に負荷を与えない燃料として，2008

年には世界全体で 670 億 L 生産されている（Razif et al., 2010）．また，軽油の代替燃料とな

るバイオディーゼルは植物油をメタノールまたはエタノールでエステル化することで得ら

れ，排気ガス中の硫黄酸化物がほとんどなく，毒性が低い利点があり（木谷, 2004），2008

年に 120 億 L 生産されている（Razif et al., 2010）．現在，エネルギーの 90 %近くは石油を含

む化石燃料の燃焼によってまかなわれ，大気中の二酸化炭素濃度は 10 年間で 30 %上昇して

いる（Aylin & Tayfun, 2010）．これは主として化石燃料の燃焼に基づくものである（森田, 

2008）．また世界全体の石油消費量は，今後も中国・インドを含むアジア地域を中心として

増加し続けると予測されて（石油情報センター, 2014），バイオ燃料が注目されているもう

一つの理由はこの化石燃料への依存軽減のためである．しかし，バイオ燃料の生産には未
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だに経済，社会および環境への危険性が高く，議論の余地が残されている（Stephens et al., 

2001; UN-Energy, 2007; FAO, 2008; Fargione et al., 2008; Mitchell, 2008; Searchinger et al., 2008）． 

バイオエタノールの 2 大生産国であるアメリカとブラジルはそれぞれトウモロコシとサ

トウキビを原料としている（加藤ら, 2006）．また，バイオディーゼル原料としては主にア

ブラヤシやナタネ等が利用されている．これらのバイオ燃料作物の一部は元々食料として

栽培されていたため，燃料と食料の需要が競合し食料価格が急騰していることが世界的に

新たな問題となっている．その上，バイオ燃料作物は既存の耕地を用いて栽培するため、

他の作物の栽培面積が減少し，食料生産とのさらなる競合が生じていることも現実化して

いる．特にアブラヤシは他の油料作物と比較して油の生産性が高い（Gerritsma & Wessel, 

1997）ため需要が高まっているが，そのプランテーションの造園のために熱帯雨林が伐採

され（Drechsel & Scmall, 1990; 小堀, 2006），熱帯地域での森林火災が多発するという環境悪

化あるいは生態系破壊につながっているという批判もある．こういった世論がある中で，

非食用植物のナンヨウアブラギリ（学名：Jatropha curcas L.，以下，J.curcas）は，これまで

のバイオ燃料作物とは異なり，それ自体は食用とされないため，食料価格との競合が起こ

らないということで注目が集まっている．ここで J.curcas に関する研究について整理し，問

題定義を示す（図 1）．J.curcas はトウダイクサ科に属する落葉低木である．起源は中南米と

され，現在はアジア，アフリカなどに広く生息している．種子は 43～59 %の油成分を含ん

でおり（Gubitz, 1999），その種子の生産性は 0.1～15 t/ha/year である（Jones & Miller, 1993; 
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Heller, 1996）．種子は毒性の物質（ホリボールエステル等）を含み，その種子油を精製する

ことにより得られるバイオディーゼルの性能は高く評価されており，5 kg の種子から 1 L の

油を生産することができる（Azam et al., 2005; Agarwal & Agarwal, 2007; Sarin et al., 2007; 

Tiwari, 2007）．J.curcas は約 50 年生育すると言われており（Openshaw, 2000），また乾燥耐性，

病害虫に対する抵抗性を有し（Augustus et al., 2002; Fairless, 2007; Achten et al., 2008），低肥

沃度の地域や，200～1500 mm 以上という広い範囲の年間降水量の地域で生育可能であり

（Openshaw, 2000），他のアブラヤシのようなバイオ燃料作物と異なる生育特性を有してい

る．そのため，水資源の少ない乾燥・半乾燥地域の耕作放棄地で栽培可能であると言われ

ており，アフリカ等の半乾燥地域で最も適応しやすいバイオ燃料作物の一つである（King et 

al., 2009; Jingura, 2011; Jingura et al., 2011）という報告もある．しかし，これらの半乾燥地域

では，土壌肥沃度の低下と浸食による土壌表面の損失に脅かされており（Hellin, 2003; 

Sanchez, 2002），さらに乾燥地域は水資源が少ない（IFAD, 2001）．そのため，このような地

域では一過的な施肥施用や灌漑よりも，長期的かつ持続的な栽培管理技術の構築が望まれ

る． 

一方で，J.curcas についても農学的，栽培的な研究や知見は欠落しているのにかかわらず

（Fairless, 2007），低肥沃度の土壌で生育可能といわれている．これは単に生育が可能と報

告されているだけで，J.curcas の種子生産性を考慮した施肥量の把握はされておらず，さら

に，この生産性を考慮すると生育期間中の追肥は適切な施肥管理上必要不可欠であるとい
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う報告もある（Rodriguez et al., 2011）．種子収穫における栄養分の減少や，長い生育期間を

考慮すると，施肥を行い外部から栄養分を投入することは不可欠である．また，上記で述

べたように J.curcas は降水量の少ない地域で生育可能であると報告されているが，種子収量，

種子含油量および種子油成分等を考慮すると，天水のみでの経済的運営は事実上困難であ

ると考えられる．現に最近では，J.curcas の水管理よる含油量の変化，種油の成分の変化等

に関する研究（Wouter et al, 2009; Abdrabbo & Nahed, 2009; Soumit et al., 2010）が報告され始

め，特に経済的栽培の観点からは，生育および収量に対する水分要求量の把握の重要性が

見直されてきている．また近年，半・乾燥地域での J.curcas の栽培体系の構築の試みはアフ

リカ諸国等で報告されてきているが（King et al., 2009）、そこで直面しているのは半・乾燥

地域特有の土壌中の塩類集積での J.curcasの生育低下が認められている（Silva et al., 2010）．

このように J.curcas の研究報告は多くあり，J.curcas のバイオ燃料植物としての利用価値は

高まっているが，依然上記の多くの問題を抱え，特に資源が乏しい半乾燥地域での持続性

を有した栽培管理に関する研究は，当管見では見当たらない． 

そこで本研究では，J.curcas をアフリカの作物生産と競合しない半乾燥地域で環境および

経済的背景を考慮しかつ持続可能な栽培管理方法を構築するために下記の各章で１つ１つ

の問題点に対して明らかにした（図 2）．まず定植時の初期生育の栽培管理法を確立するた

めに，第 2 章および第 3 章ではそれぞれ施肥管理および最適潅水量の把握について解明し

た．さらに第 4 章では，多くの半・乾燥地域で土壌および灌漑水の塩類化が問題となる可
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能性があることから，J.curcas の耐塩性評価を行い，塩ストレス条件下での生育特性を調査

した．これらの結果より，今後のアフリカの乾燥，半乾燥地域における J.curcas の持続可能

な栽培管理のための一助とした． 
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図 1．本研究の背景 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

図 2．本研究のフローチャート 
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第 2 章 タンザニア連合共和国におけるナンヨウアブラギリ（Jatropha curcas L.）の施肥管

理に関する研究 

 

【目的】 

 

作物の生産性，つまり収量は，土壌中での養分元素の供給状態の影響を大きく受ける．本

研究の供試材料である工芸作物の一種である J.curcas は低肥沃度土壌でも生育旺盛である

と報告されている（Augustus et al., 2002）が，この報告の‘生育旺盛’が直接最適な種子収

量を得るかどうか疑問である．このため，一般には種子収量における土壌中の栄養分の減

少や長い生育期間を考慮すると，外部から栄養分を投入する何らかの施肥（元肥）は不可

欠である．実際に近年の既往研究では，N および K 施肥による種子収穫量と油含量への効

果（Tikkoo et al., 2013）や潅水と N 投入の相互効果（Yang et al., 2013）など，施肥と生育お

よび種子収穫量に関する論文が報告されている．また，J.curcas の生育に対する P2O 吸収率

が他の無機成分よりも多いという報告もあり（松永, 2008），P2O の重要性も指摘されている．

しかし現実的に施肥を毎年ごと化学肥料で行うことは，経営面および環境面を考慮すると

持続的な栽培を行っていくのは困難であると考えられる． 

一方で，先行研究では，化学肥料の代替として J.curcasの落葉の堆肥化（Dange et al., 2006）

や種子搾油後の搾り滓の堆肥化（Sharma et al., 2009; Das et al., 2011）が報告されており，低
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肥沃条件では化学肥料より有機肥料の方が生育に適しているという報告（Francis et al., 2005）

もある．しかしながら，未だに農学的，栽培学的観点から肥料要求量を求めた研究は少な

く，特に種子収穫量との関係を報告した研究は極めて少ない．さらに、上記同様にタンザ

ニア連語共和国でも化学肥料の代替として有機資材における農産廃棄物の未利用資源の利

用を検討し，化学肥料の施肥量削減を目指した温暖化に配慮した環境保全型且つ持続可能

な循環型農業を推進していく必要もあると考えられる。 

そこで本章第 1 節では，肥料三元素の中でも窒素およびリンに着目し，初期生育の J.curcas

と施肥量との関係について，主に N および P の推定最適施肥量を明らかにすることを目的

とした．第 2 節では，第 1 節で明らかになった最適施肥量をもとに，化学肥料の代替技術

として農産廃棄物として大量に廃棄されるサイザル残渣や J.curcas の剪定枝等の有機資材

の利用やそれらを炭化した炭化物が J.curcas の初期生育に利用可能かどうかを検討した．第

3 節では，タンザニア連合共和国の現地圃場において，化学肥料での生育の再現性を確認し

た．第 4 節では，現地の利用可能な有機資材が化学肥料の代替施肥技術として実際に可能

かどうかを検討した．また第 5 節には本章の考察，第 6 節には摘要を記載した． 
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第 1 節 初期生育のナンヨウアブラギリ（Jatropha curcas L.）における施肥管理の検討 

 

【材料および方法】 

 

供試材料は，ケニア産の J.curcas の種子を用い，鳥取大学農学部フィールドサイエンスセ

ンター内実験ほ場にあるビニルハウスで実験を行った．2008 年 4 月 23 日，表面に擦傷をつ

け一晩流水に浸けた種子を，風乾した鳥取砂丘砂（砂丘未熟土）を充填した育苗セルトレ

ーに 1 穴 1 粒ずつ播種した．なお、本実験で使用した砂丘未熟土の化学性特性を表 1 に記

載した．本実験で砂丘未熟土を用いた理由は，過去の報告で砂壌土での栽培が J.curcas の生

育が最も悪かったという報告（Rodriguez et al., 2011）があるため，このような劣悪な低肥沃

土壌を供試することによる J.curcas の生育を調査することはより多くの知見を得る可能性

があると考えられたためである． 

 

実験 1 

播種後 26 日目，本葉 2 枚期まで成長した幼苗を，風乾した砂丘未熟土を 1 ポット当たり

3 L 充填した 1/5000a ワグネルポットに 1 ポットにつき 1 株ずつ幼苗を定植し，実験 1 を開

始した．なお、ポット下部の排水口に内側から砂の流出を防止するためにメッシュを当て

た．1 ポットあたりの施肥量は，塩化加里を 0.74 g pot
-1（K として 0.45 g pot

-1），苦土石灰を
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2.0 g pot
-1（Ca として 1.1 g pot

-1，Mg として 0.3 g pot
-1）ずつ、Control 区を除く全ての処理

区に混和した．処理区は、異なる N 施肥量 4 水準（0.1，1.0，10，100 g pot
-1），P 施肥量 3

水準（0.6，6.0，60 g pot
-1）の組み合わせ，無処理区および無施肥区を含めた合計 14 処理，

3 反復で行った（表 2）．なお N 肥料には 46.0 %尿素，P 肥料には 34.0 %重過リン酸石灰を

用いた．N 施肥量に対応した尿素の量は，0.217，2.17，21.7，217 g pot
-1，P 施肥量に対応し

た重過リン酸の量は，1.77，17.7，177 g pot
-1であった．処理期間中の潅水量はポット内の

体積含水率が約 8%で維持されるように潅水を行った． 

定植後 57 日目（播種後 83 日目）に各区の株の葉数，草高および樹径（土壌表面より 3cm

の箇所）を測定，植物体のサンプリングを行い，葉部（葉柄含む），茎部および根部を器官

別に分けた．葉部は，葉面積計（LI-3000A，LI-COR）を用いて葉面積を測定した．各器官

を 80 ℃の乾燥機内で 72 時間以上乾燥させた後，器官別に乾物重を測定した．なお，栽培

期間中のハウス内の気温はおんどとり（TR-71U，T&D）にて記録した．播種からサンプリ

ングまでの期間中（2008年 4月 23日～同年 7月 15日）の温度は，最低 13.1 ℃，最高 48.5 ℃，

平均 27.1 ℃であった． 

 

実験 2 

また，実験 1 と同様の方法で，2008 年 7 月 19 日，ケニア産の J.curcas の種子を供試し，

鳥取大学農学部フィールドサイエンスセンター内実験ほ場にあるビニルハウス内において
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実験 2 を行った．N 施肥量 4 水準（0.05，0.1，0.5，0.8 g pot
-1），P 施肥量 4 水準（0.3，0.6，

1.5，3.0 g pot
-1）を組み合わせた合計 11 処理，3 反復で行った（表 3）．N 施肥量に対応した

尿素の量は，0.109，0.217，1.09，1.74 g pot
-1，P 施肥量に対応した重過リン酸石灰の量は，

0.883，1.77，4.42，8.83 g pot
-1であった．なお N および P の施肥量以外に関しては，実験 1

と同様の方法に準じた． 

処理期間中の晴天日であった定植後 55 日目に葉緑素計（SPAD-502，MINOLTA）を用い

て全展開葉の葉色（SPAD）値を測定した．同日に植物体のサンプリングを行い，実験 1 と

同様の方法で調査および分析を行った．次に各器官の乾物を粉砕後，N/C アナライザー

（MACRO CORDER JM1000CN）により全 N 量を分析した．さらに，各器官別の乾物は硫

酸-過酸化水素法により分解し，分光光度計（U-2001 形分光光度計）を用い，モリブデン・

イエロー法により PO4（実験結果は P で算出）について測定を行った．栽培期間中のハウス

内温度はおんどとり（TR-71U，T&D）にて記録した．なお，播種からサンプリングまでの

栽培期間中（2008年7月19日～同年10月6日）のハウス内温度は，最低8.8 ℃，最高45.7 ℃，

平均 23.1 ℃であった． 

各実験データは，R version 2.12.0（The R Foundation for Statistical Computing）を使用して

統計分析を行った．有意差は ANOVA（P < 0.05），処理手段は Tukey の多重比較検定を用い

た． 
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【結果】 

 

・実験 1 の各処理区のバイオマス 

 葉数では、N0.1P0.6 区（N 施肥量 0.1 g pot
-1，P 施肥量 0.6 g pot

-1）および N1.0P6.0 区が大

きな値を示し，他処理区に比べて有意な差を示した（表 4）．N および P 施肥量が多い処理

区で小さな値が目立つのは，肥料焼けにより定植前にあった本葉が枯れてしまうなど，植

物体が枯死したためであった．草高および樹径は，N0.1P0.6 区がそれぞれ 92.7±4.6 cm，

17.30±0.21 mm で最も大きな値を示し，他の処理区に比べ有意な差が認められた． 

器官別乾物重は，全器官において N0.1P0.6 区で最も大きな値を示し，特にこの区のみ根

乾物重が，1 g 以上の値を示した．また葉面積では，N0.1P0.6 区および N1.0P6.0 区が大きな

値を示し，他の処理区に対して有意な差を示した．N1.0P6.0 区が N0.1P0.6 区よりも葉数が

多いのに葉面積の値が小さいのは，N1.0P6.0 区の葉 1 枚当たりの葉面積が小さかったから

であった．また葉数が 0.0 を示しているのに葉面積で値が出ている処理区は，葉部の葉柄部

分を自動葉面積計より計測したからであった． 

 

・実験 2 の各処理区のバイオマス 

 各処理区の生育調査は表 5 に示す．なお，この実験では実験 1 で生育が最も良好であっ

た N0.1P0.6 区を最適施肥量区としてその他の区を比較した． 
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各区の葉数は N0.5P3.0 区が 18.0±0.0 で最も大きく，実験 1 で最適施肥量区，N0.1P0.6 区

に比べて有意に大きくなった．また，同一 N 施肥量下では P 施肥量増加とともに葉数が増

加する傾向が認められ，同様に同一 P 施肥量下でも N 施肥量の増加するにつれ，葉数が増

加する傾向もみられた．草高では N0.1P1.5，N0.1P3.0，N0.5P0.6 および N0.5P3.0 区で最適

施肥量区と有意差がなく，他区に比べ値が大きくなる傾向が認められた．なお，同一 N 施

肥量下で P 施肥量が増加するにつれ草高は高くなる傾向がみられた．同一 P 施肥量下でも N

施肥量の増加するにつれ，葉数同様に茎長が増加する傾向がみられた．しかし，N0.8P0.6

区では値が減少した．樹径では N0.1P3.0 区が 22.57±0.75 mm で最も大きい値を示したが，

処理間での有意差はみられず，同一 N および P 施肥量下での N および P 施肥量の増加によ

る値の増加もみられなかった． 

各器官別乾物重では，葉部で N0.5P3.0 区が 6.57±0.45 g で最も値が大きく，最適施肥量区

に比べ有意に大きかった．茎部では N0.1P3.0 区が 8.34±0.69 g で，根部では N0.1P1.5 区が

2.80±0.28 g でそれぞれ最大値をとったが，最適施肥量区と有意差は認められなかった．全

乾物重では N0.1P1.5，N0.1P3.0 および N0.5P3.0 区が最適施肥量区と比べ有意な差がみられ

なかったが，他の処理区より値が大きくなる傾向を示した．同一 N 施肥量下では，P 施肥

量が増加するにつれ乾物重が増加する傾向がみられたが，同一 P 施肥量下では N 施肥量が

増加しても影響はみられなかった．葉面積は N0.5P3.0 区が他処理区と比べ有意な差がなか

ったものの，1504±154.90 cm
2で最も大きな値を示した．また葉面積の増加傾向では，同一
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N 施肥量下で P 施肥量増加および同一 P 施肥量下で N 施肥量増加に正比例の関係が認めら

れた．しかし各 P0.6 区では N0.8 で葉面積が減少した．SPAD 値では N0.5 の 3 つの区で値が

大きく，最適施肥量区に対して有意差が生じた． 

 

・無機分析 

 N0.1P1.5 区，N0.1P3.0 区，N0.5P3.0 区の 3 つの区の植物体内器官別の N および P の割合

は，どちらも約 6 割は葉部に存在していることが明らかになった（図 3）．次に植物体中の

全 N および全 P と全乾物重の相関を分析した（図 4）．全 N に対する全乾物重の相関は R
2
 = 

0.01 であったが，全 P に対する全乾物重の相関は R
2
 = 0.30 と全 N に対する全乾物重よりも

高い相関がみられた．
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図 3．各処理区の各器官別の N および P の存在割合 

図中のバーは標準誤差を表す（n = 3）． 
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図 4．N および P に対する全乾物重の相関 
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第 2 節 有機資材およびその炭化物が初期生育のナンヨウアブラギリ（Jatropha curcas L.）

に及ぼす影響 

 

実験 3 

【材料および方法】 

 

2012 年 6 月下旬，タンザニア産の J.curcas の種子を供試材料とし，鳥取大学農学部内の

ビニルハウスにおいて，風乾した砂丘未熟土を充填した育苗セルトレーに 1 穴 1 粒ずつ播

種した．なお，本実験で使用した砂丘未熟土の物理性および化学性を表 1 に示した．同年 8

月 15 日，本葉 1~4 枚期になった幼苗を，砂の流出を防止するためにポット下部の排水口に

内側からメッシュを当て，各処理区の施肥および資材を混合した砂丘未熟土を充填した

1/5000a ワグネルポット（高さ 20 cm，3.0 L）に 1 ポット 1 苗移植した．処理区は化学肥料

を用いた Control 区：N:P:K = 0.10:1.50:0.37 g pot
-1（尿素：0.22 g，重過リン酸石灰：10 g，

塩加里：0.74 g），半量区：N:P:K = 0.05:0.75:0.19 g pot
-1（尿素：0.11 g，重過リン酸石灰：5.0 

g，塩化加里：0.37 g），無施肥区，化学肥料を用いない：サイザル麻残渣区（5.33 g），サイ

ザル麻残渣炭化物区（6.19 g），剪定枝区（8.45 g），剪定枝炭化物区（8.28 g），種子搾り滓

区（2.11 g），種子搾り滓炭化物区（4.18 g），また，化学肥料半量区と各有機資材半量を組み

合わせた区をそれぞれ用意した．なお，すべての処理区に苦土石灰 2.0 g を施用し，有機資
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材量は Control 区の全 N 量と同一になるよう設定した．各処理区 3 反復で実験を行い，各区

の施肥量の詳細は表 6 に表記した． 

各有機資材の無機成分は，乾物を粉砕後，N/C アナライザー（MACRO CORDER JM1000CN）

により N を分析した．さらに，乾物を 1:5 塩酸で抽出した抽出液を，分光光度計（U-2001 形

分光光度計）を用い，モリブデン・イエロー法により PO4（実験結果は P 含有率で算出）を，

原子吸光光度計（HITACHI Z-2300 形偏光ゼーマン原子吸光光度計）を用い，原子吸光法に

より K 含有率をあらかじめ実験前に測定した． 

各処理区の調査は，処理後 1 週間ごとに葉数および草高を測定した．また，処理後 49 日

目に各処理区の植物体，3 個体ずつ採取し，それぞれ葉部，茎部および根部に分け，葉部は

自動面積計（AAC-410, HAYASHI DENKO CO., LTD．）で葉面積を測定した．その後 70 ℃の

乾燥機で 72 時間以上乾燥させ，各器官別に乾物重を測定した． 

各有機資材の無機成分各実験データは，R version 2.12.0（The R Foundation for Statistical 

Computing）を使用して統計分析を行った．有意差は ANOVA（P < 0.05），処理手段は Tukey

の多重比較検定を用いた． 

 

 

 

 



25 

 

 

【結果】 

 

・処理期間中の各処理区の葉数および草高の推移 

 葉数は，処理後 14 日目まで全区で有意な差が認められなかった．しかし，その後栽培日

数が進むにつれて無施肥区および有機資材のみ区の値はほぼ横ばいになり，葉数の増加を

示さなかった（図 5）．結局，処理後 49 日目の最終調査では，化学肥料を施与および混用し

た区とそれ以外の区とで有意な差が認められた（表 7）． 

 草高でも葉数と同様の傾向が認められ，処理後 21 日目までは同様の増加傾向が認められ

たが，その後，無施肥区および有機資材のみの処理区の草高の増加はほとんどみられなか

った（図 6）．処理後 49 日目の最終調査では，化学肥料を施与および混用した区とそれ以外

の区とで値に差がみられる傾向であった． 

 

・各処理区の地上生育量 

 処理後 49 日目では，葉数で Control 区が 11.3±0.3 で最も大きな値を示したが，化学肥料

半量区および化学肥料半量と有機資材混用区とには，有意な差が認められなかった（表 7）．

草高では，化学肥料半量と搾り滓混用区が 23.6±1.2 cm で他の区に比べ最も大きな値を示し

た．化学肥料半量と搾り滓炭化物混用区でも値が高く，この 2 つの区は無施肥区および有

機資材のみ区と比べ有意な差が認められた．樹径では，化学肥料半量と搾り滓混用区が
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17.05±1.0 mm で最も大きく，Control 区よりも値が大きくなる傾向がみられた．しかしなが

ら，葉面積は，Control 区が 897.64±25.92 cm
2 で最も大きく，化学肥料を施与および混用し

た区はそれ以外の区の比べ葉面積で有意な差が認められた．LAI（葉面積指数）でも，Control

区が 4.49±0.13 で最も大きく，化学肥料を施与および混用した区とそれ以外の区との間で有

意な差が認められた． 

 

・各処理区の乾物重 

 全乾物重では，化学肥料半量と搾り滓混用区が 13.53±1.59 g で最も大きく，無施肥区およ

び有機資材のみ区と有意に大きくなった（図 7）．これらの区は，全ての器官で最も大きく，

Control 区よりも大きくなる傾向がみられた． 
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図 5．処理期間中の各処理区の葉数の推移 

最終調査時の統計処理の結果は表 7にて示した．C は炭化物区を示す（n=3）． 
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図 6．処理期間中の各処理区の草高の推移 

最終調査時の統計処理の結果は表 7にて示した．C は炭化物区を示す（n=3）． 
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図 7．各処理区，各器官別の乾物重 

※C は炭化物区を示す．図中のバーは標準誤差を表す（n=3）．  

異なるアルファベットは値に有意差があることを示す（P ＜ 0.05，Tukey 検定）． 
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第 3 節 タンザニア連合共和国におけるナンヨウアブラギリ（Jatropha curcas L.）の化学肥

料による施肥管理に関する研究 

 

実験 4 

【材料および方法】 

 

実験場所は，タンザニア連合共和国タンガ州ムジェサニ村 J.curcas プランテーションほ場

（S 4゜59’, 45’’，E 38゜59’, 42’’，標高 150 m；図 8）であった． 

2013 年 2 月 11 日，実験ほ場に，株間 2 m×条間 3 m の間隔で慣行栽培されたタンザニア

産の 1.5 年目の J.curcas の樹木を実験供試材料とし施肥実験を開始した．処理区は，現行

（Control）区（施肥無，潅水無；土壌水分約 19 %），本章第 1 節の実験 1，2 の最適化学肥

料施肥量（1 倍）区；N:P:K＝160:300:80 g/株，2 倍区；320:600:160 g/株，1.5 倍区；240:450:120 

g/株，半量区；80:150:40 g/株，現地有機肥料（鶏糞）区（鶏糞堆肥 1 kg）；12:15:12 g/株，無

施肥区の計 7 区で行ったなお，現地のタンザニアで入手できる化学肥料は上記の配合肥料

しかなく，実験 1，2 の N および K の最適施肥量の割合を再現出来なかったため，P のみ

10a 当たり約 50 kg になるよう調整した．なお，現行区以外の全ての処理区で潅水（土壌水

分約 30 %）を行った．施肥処理は樹木から 1 m の位置の両側に筋撒きで行い，反復は全区

5 反復で行った．現地圃場の土壌成分を表 8 に記載した． 
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2013 年 3 月および 8 月に地上部生育，同年 8 月に種子収穫量について調査を行った．地

上部生育は樹高，樹冠（Canopy）および樹径（地上から 5 cm の箇所）について調査を行っ

た．樹冠および樹径は縦横の 2 つの測定値の平均とした．種子収穫量は果実から種子を取

り出し，1 週間天日干ししたものの重量を調査した． 

処理期間中の最高気温は 42.1 ℃，最低気温は 22.5 ℃，平均気温は 28.0 ℃，平均相対湿

度は 79.3 %，降水量は約 500 mm であった． 

各実験データは，R version 2.12.0（The R Foundation for Statistical Computing）を使用して

統計分析を行った．有意差は ANOVA（P < 0.05），処理手段は Tukey の多重比較検定を用い

た． 
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【結果】 

 

・処理期間中の樹高，樹冠および樹径の推移 

 樹高では，2 倍区で 236.8±9.0 cm で全処理区中最も大きく，半量区および鶏糞区に対して

有意差が認められ，処理前に比べて 1.4 倍，Control 区と比べて 1.1 倍大きくなった（図 9）．

一方で，1.5 倍，1 倍，無施肥区および Control 区とは有意な差がみられなかった． 

 樹冠では，実験 1，2 の最適施肥量である 1 倍区で 207.1±5.8 cm で全処理区中最も大きく，

処理前に比べて 1.2 倍，Control 区と比べて 1.1 倍大きくなった（図 10）．処理区間で有意差

はみられなかったが，鶏糞区および無施肥区では 3 月から 8 月までの樹冠増加率が小さく，

Control 区でもこの値が小さくなる傾向が認められた． 

 樹径では，Control 区で 109.6±2.8 mm で全処理区中最も大きく，処理前に比べて 1.3 倍大

きくなった（図 11）．樹冠の結果と同様に処理区間で有意差はみられなかったが，全区で増

加傾向を示した． 

  

・各処理区の樹木 1 株当たりの種子収穫量 

 1 株当たりの種子収穫量では，2 倍区が 23.0±2.2 g で全処理区中最も大きかったが，処理

区間では有意な差がみられなかった．しかしながら，2 倍区は Control 区と比べて 2.7 倍収

穫量が多くなる傾向がみられた（図 12）．全ての処理区で Control 区よりも収穫量が多くな
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る傾向があった． 
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図 8．タンザニア連合共和国タンガ州ムジェサニ村 J.curcas プランテーションほ場図 
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図 9．処理期間中の樹高の推移 

異なるアルファベットは値に有意差があることを示す（P ＜ 0.05，Tukey 検定）（n=5）． 
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図 10．処理期間中の樹冠の推移 

n.s.：有意差なし（P ＜ 0.05，Tukey 検定）（n=5）． 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11．処理期間中の樹径の推移 

n.s.：有意差なし（P ＜ 0.05，Tukey 検定）（n=5）． 
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図 12．各処理区の樹木 1 株当たりの種子収穫量 

5 反復，図中のバーは標準誤差を表す（n=5）．n.s.：有意差なし（P ＜ 0.05，Tukey 検定）． 
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第 4 節 タンザニア連合共和国におけるナンヨウアブラギリ（Jatropha curcas L.）の現地有

機資材による施肥管理に関する研究 

 

実験 5 

【材料および方法】 

 

実験場所は，本章第 3 節同様，タンザニア連合共和国タンガ州ムジェサニ村 J.curcas プラ

ンテーションほ場（S 4゜59’, 45’’，E 38゜59’, 42’’，標高 150 m；図 8）であった． 

2013 年 2 月 11 日，株間 2 m×条間 3 m の間隔で慣行栽培されたタンザニア産の 1.5 年目

の J.curcas の樹木を供試試料とし施肥実験を開始した．処理区は，現行（Control）区（施肥

無，潅水無），半量区；80:150:40 g/株，現地有機肥料（鶏糞）区（鶏糞堆肥 1 kg）；12:15:12 

g/株，また本章第 2 節の実験 3 の結果より，半量区と鶏糞区それぞれに現地有機資材を組み

合わせた区を設けた．現地有機資材として，剪定枝，剪定枝炭化物，種子殻，種子殻炭化

物，種子搾り滓および種子搾り滓炭化物をそれぞれ 1 kg ずつ用いた．なお全ての処理区は

潅水無（土壌水分約 19 %）で行った．施肥処理は樹木から 1 m の位置の両側に筋蒔きで行

い，反復は全区 5 反復で行った．現地圃場の土壌成分を表 8 に，また各処理区の肥料成分

を表 9 に記載した． 

地上部生育調査および種子収穫量調査は本章第 3 節の実験 4 と同様の方法で行った．ま
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た，気象データも実験 4 の材料および方法に記載されたとおりであった． 

各実験データは，R version 2.12.0（The R Foundation for Statistical Computing）を使用して

統計分析を行った．有意差は ANOVA（P < 0.05），処理手段は Tukey の多重比較検定を用い

た． 
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【結果】 

 

・処理期間中の樹高，樹冠および樹径の推移 

 樹高は，化学肥料半量と剪定枝炭化物との併用（1/2+branch C）区が 230.6±7.4 cm で全処

理区の中で最も大きかったが，他区と有意差は認められなかった．しかし，処理前に比べ

て 1.4 倍，Control 区と比べて 1.1 倍大きくなった（図 13a）．処理期間中，全ての処理区の

樹高は増加傾向を示した．一方で，いろいろな有機資材と鶏糞との組み合わせの処理の各

樹高では，鶏糞区が 219.8±7.9 cm で最も大きい値を示し，搾り滓および種子殻炭化物混用

区に比べ有意な差が認められた（図 13b）．しかしながら，鶏糞との組み合わせでは，搾り

滓炭化物との混用において樹高の生育が阻害される傾向がみられた． 

 樹冠では，半量との組み合わせの処理で，剪定枝との混用区が 199.3±8.1 cm で最も大き

く，Control 区より 1.1 倍大きかったが，他区と有意差は認められなかった（図 14a）．一方

で，鶏糞との組み合わせでは，ほとんどの処理区で生育が阻害される傾向がみられた（図

14b）． 

 樹径では，全処理区の中で Control 区が 109.6±2.8 mm で最も大きく，鶏糞との組み合わせ

での種子殻，搾り滓，剪定枝炭化物および搾り滓炭化物の処理区と比べて有意に大きかっ

た（図 15a，b）．また全ての処理区の樹径は、樹高同様に増加傾向を示した． 
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・各処理区の樹木 1 株当たりの種子収穫量 

 1 株当たりの種子収穫量は，半量との組み合わせの処理の中の剪定枝混用区で 54.0±20.5 g

となり，他の半量との組み合わせ区に比べて最も大きくなり，その収量は Control 区と比べ

て 6.4 倍有意に多かった（図 16）．一方，鶏糞との組み合わせでは，種子殻炭化物との混用

区が 106.0±26.8 g で最も大きく，Control 区に比べて 12.5 倍有意に増加した（図 17）．この

ため，全ての有機資材との混用区で Control 区よりも種子収量が増加する傾向がみられた． 
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図 13．処理期間中の樹高の推移 

n.s.:有意差なし，異なるアルファベットは値に有意差があることを示す 

（P ＜ 0.05，Tukey 検定）（n=5）． 
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図 14．処理期間中の樹冠の推移 

n.s.:有意差なし（P ＜ 0.05，Tukey 検定）（n=5）． 
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図 15．処理期間中の樹径の推移 

n.s.:有意差なし，異なるアルファベットは値に有意差があることを示す 

（P ＜ 0.05，Tukey 検定）（n=5）． 
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図 16．各処理区（化学施肥半量との混用）の樹木 1 株当たりの種子収穫量 

※図中のバーは標準誤差を表す（n=5）．  

異なるアルファベットは値に有意差があることを示す（P ＜ 0.05，Tukey 検定）． 
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図 17．各処理区（鶏糞との混用）の樹木 1 株当たりの種子収穫量 

※図中のバーは標準誤差を表す（n=5）．  

異なるアルファベットは値に有意差があることを示す（P ＜ 0.05，Tukey 検定）． 
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第 5 節 考察 

 

 本章第 1節の実験 1の結果から，ほとんどの項目でN0.1P0.6区（N施肥量 0.1 g 1/5000a pot
-1，

P 施肥量 0.6 g 1/5000a pot
-1）が最も大きな値を示していたことより，実験 1 の最適施肥量区

を N0.1P0.6 区と決定し，実験 2 の Control 区は N0.1P0.6 区に定めた．また実験 1 で次に大

きな値を示していたのがN0P0区とN1.0P6.0区であったことから，N：0 ~ 1.0 g 1/5000a pot
-1，

P：0 ~ 6.0 g 1/5000a pot
-1の間に初期生育の J.curcas の最適施肥量の組み合わせがあると推察

し，実験 2 の施肥量の範囲とし実験を再度行った．がみられなかったものの，実験 1 の最

適施肥量区（N0.1P0.6 区）より全乾物重の値が大きくなる傾向が認められた．これらの 3

つの処理区は葉面積においても最適施肥量区より値が大きくなる傾向がみられ，3 つの区に

は値に差がほとんどみられなかったため，N0.1P1.5，N0.1P3.0，N0.5P3.0 の 3 区の施肥量の

範囲を本実験の最適施肥量とした．これを 1 ha あたりに換算すると初期生育の J.curcas に

は，それぞれ N：50 ~ 250 kg，P：750 ~ 1500 kg は必要であると考えられた．また本実験で

は，K の施肥量に関する検討は行わなかった．この理由は，松永の研究（2008）において，

各元素の養分欠乏症を調査した際，症状が N および P に比べ軽微であったからであった．

Kの施肥量は 1 haあたり 100 ~ 225 kg程度であった．しかしながら，Rodriguezらの研究（2011）

では，J,curcasプランテーションが土壌肥沃度の低い土地で栽培されることが考えられるが，

J.curcas は肥沃な土壌で良く生育するため，追肥をすることが適切な管理であると報告して
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いる．また，毎年の N：90 kg/ha の施肥が種子収穫量および種子油含量を増加させるという

報告と，最適 N 施肥量の範囲が合致した（Tikkoo et al., 2013）．N の施肥投入は種子収穫量

および油収量を増加させるという報告（Yong et al., 2010）や，土壌 N によって J.curcas の水

利用効率は増加するという報告（Yin et al., 2012）もあることから，種子および油収穫量増

加や水利用効率の改善されることが期待された． 

 植物体の無機分析では，吸収された N および P の半分以上が J.curcas の葉に吸収されて

いた．N 施肥はバイオマスおよび葉面積に影響するという報告（Wang et al., 2011）があり，

外部からの N を含む栄養分の投入は，特に植物体の葉部において効率的に利用され，葉面

積を増やし光合成量を上昇させ，植物体のバイオマスを増加させたことが考えられた．ま

た植物体中の全 N および全 P 量に対する全乾物重の相関では，N よりも P が高い相関を示

していた．本章第 1 節の実験 2 では，N，P，K の施肥量に対する植物吸収率は，それぞれ

N：16.2 %，P：8.1 %であったが，本実験での最適施肥量の割合では，N よりも P の方が 3~30

倍必要であることから，J.curcas の初期生育には N よりも P の方が重要であるということが

示唆された． 

 第 2 節では，初期生育の J.curcas において，化学肥料の代替を探索し有機資材の施肥効果

を窒素ベースで検証したが，有機資材のみの施肥では化学肥料の代替は困難であった．し

かしながら，全量化学肥料である Control 区よりも化学肥料半量と搾り滓とを混用した処理

区の方がバイオマスを大きくさせた結果から，種子搾油後の搾り滓は有用な有機資材とい
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うことが明らかになった．この結果は，搾油後の搾り滓は N, P および K を多量に含んでお

り，有用な有機資材であるという報告（Sharma et al., 2009; Das et al., 2011）と合致した．こ

のように，搾り滓だけを元肥として用いるのではなく，化学肥料と混合させて施肥するこ

とによって J.curcas の初期生育を良好にさせることが明らかとなった．ただし，搾り滓のみ

の施肥は，化学肥料の施肥に比べて J.curcas のバイオマスを阻害させた．この理由は 2 つあ

ると考えられる．1 つは，本実験では全 N を基準として全区同量にしたため，化学肥料区と

比べて搾り滓のみの処理区では，P や K の量が少なすぎたことが考えられた．もう 1 つは，

J.curcas の種子搾り滓には多くの無機成分が含まれているものの，J.curcas の生育を阻害さ

せる生育抑制物質も含まれている可能性もあると考えられる． 

この理由として，本実験では全 N を基準として全区同量にしたため，化学肥料区と比べ

て有機資材のみの処理区では，P や K の量が少なすぎたことが考えられた．一方で，種子

搾り滓を含めた有機資材の利用は，化学肥料（Control）のみを施肥した J.curcas の生育に比

べて，特に茎部の乾物重を大きくした．これは，低肥沃土条件下で植物の生育には，化学

肥料より有機肥料の方が適しているという研究（Francis et al., 2005）があり，有機資材から

溶出した無機成分のような化学性の改善の影響よりもむしろ低肥沃土壌の物理性の改善の

効果が顕著に表れた可能性が考えられた．各有機資材の炭化物の中では，搾り滓の炭化物

のみ効果がみられなかったが，サイザルおよび J.curcas 剪定枝の炭化物と化学肥料との混用

で，炭化してない区よりもバイオマスが増加する傾向がみられた．特に J.curcas 剪定枝の炭
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化物は，炭化していない剪定枝をそのまま株の周りに置くような利用よりも，炭化後土壌

中へ化学肥料の一緒に混和することが容易なことから土壌の物理性および化学性両方の改

善効果が認められ，炭化した方がジャトロファの生育を良好にしたと推察された．剪定枝

は，毎年の剪定の際に豊富に出る有機資材であるため，炭化のような手段を用いて施与し

やすくすることが重要であると考えられた． 

 第 3 節の化学肥料施用による現地試験（実験 4）では，最適施肥量の 2 倍量が最も J.curcas

の種子収穫量を増加させ，本章第 1 節の実験 1，2 の最適施肥量と異なる結果となった．こ

の理由として，初期生育と 1.5 年目の生育時期の違いによる肥料要求量の違いや，ポット栽

培と圃場栽培との肥料流出要因（土壌下層へのロス，気象環境等）の違いが考えられ，今

後現地 J.curcas の収量における yield gap を調査する必要があると考えられた． 

実験 4 では，全ての施肥処理区の種子収量が現行慣行区の種子収穫量よりも有意差がな

いものの多くなる傾向がみられた．現地の慣行栽培では，定植時における元肥（1 株あたり

鶏糞 1 kg）しか施肥を行っていないため，本実験の施肥処理のように追肥を行うことは，

次期収穫期における種子収穫量の増加を期待できることが示唆された．しかし，本実験に

おいては追肥のタイミングを検討するまでには至らなかったことから，今後はタンザニア

の気候に準じた追肥のタイミングの検討も必要であると考えられた．一般に，J.curcas のプ

ランテーション栽培では，追肥をすることが適切な管理であるという報告（Rodriguez et al., 

2011）と合致した．また，本実験は一定期間のみの種子収穫量の結果となっているが，J.curcas
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の種子生産は周年あることから今後収穫時期を経ていくことで，施肥と無施肥との処理間

差がより明確に表れる可能性が考えられた． 

現行慣行区の樹冠は処理期間中減少で推移したのに対して，施肥処理では全ての区で増

加傾向であった．この結果は，N 施肥はバイオマスおよび葉面積に影響するという報告

（Wang et al., 2011）より，施肥処理が植物体の葉部バイオマスを増加させたことが考えら

れた．一方で，樹径は現行区が最も大きな値であった．この理由として，乾燥条件下に晒

された茎部は，葉部から損失する水分のバランスを保つ（Wouter et al., 2009）という報告よ

り，施肥処理区よりも茎部に水分を多く保持し，樹径が肥大したことが考えられた． 

 第 4 節の現地有機資材を用いた実験 5 では，反復間差が大きいものの，化学肥料半量と

剪定枝との混用，現地有機肥料である鶏糞堆肥と種子殻炭化物との混用が現行区より有意

に地上部の生育が大きかった．この両区の種子収穫量は，それぞれ現行区の 6.4 倍，12.5 倍

であり，本章第 3 節の実験 4 での最大収穫量であった 2 倍区の値を上回っていた．このよ

うに，ある程度現地で入手可能な堆肥あるいは未利用な農産廃棄物の再利用は，化学肥料

削減および代替資材として有用であることが明らかになった．また，全ての混用処理区で

種子収穫量が現行区よりも増加する傾向がみられた．この結果は，本章第 2 節の実験 3 に

おける，全量化学肥料よりも化学肥料と有機資材とを混用した処理区の方がバイオマスを

大きくさせた結果と合致した． 

一方で，本実験においても一時期のみの収穫量の結果となっているため，今後有機資材



57 

 

 

混用施用を続けていくことで，より顕著に各有機資材の効果が表れる可能性が考えられた． 

 以上のことより，タンザニア連合共和国におけるナンヨウアブラギリ（Jatropha curcas L.）

の適正施肥管理では，1 ha あたりの化学肥料（N-P-K）の施肥量が 1 ha 当たりそれぞれ 50 ~ 

250 kg－750 ~ 1500 kg－100 ~ 225 kg となり，それを鶏糞のような有機肥料および炭化物を

含む他の未利用農産廃棄物の併用によって化学肥料（N-P-K）が削減できる可能性が明らか

となった．特に N および K に関しては，有機肥料や未利用有機資材にも豊富に含まれてい

るため，代替出来る割合が高いと考えられた．実際，タンザニア連合共和国における適正

施肥量は日本の最適施肥量よりも多くの N-P-K の肥料を施肥する必要があるが，それは上

記のように現地の有機資材で代替出来る可能性が示唆された．今後は，定植年数の違う株

における元肥あるいは追肥としての N-P-K の量を考慮しながら周年を通しての生育量およ

び種子収穫量のデータの蓄積が重要であると考えられた． 
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第 6 節 摘要 

 

近年，J.curcas に関して施肥と生育および収穫量に関する論文が報告されている．また，

化学肥料の代替として有機資材などの研究も報告されてきている．しかし，未だに栽培学

的観点からの研究は極めて少ない．そこで本章では，N および P について初期生育の J.curcas

と施肥量との関係を調査し，それぞれ 1 ha 当たり N：50 ~ 250 kg，P：75~150kg，（K：100 ~ 

225 kg）が最適施肥量と算出した．また，その最適施肥量をもとに，化学肥料の代替技術と

して有機資材を施用した実験では，化学肥料と有機資材との混用処理は植物の生育を促進

するということが明らかになり，特に鶏糞のような有機肥料および剪定枝，種子搾り滓の

ような有機資材を施肥することによって化学肥料の施用量を削減できる可能性も明らかと

なった．今後は，定植年数の違う株における元肥あるいは追肥としての N-P-K の量を考慮

しながら周年を通しての生育量および種子収穫量のデータの蓄積が重要であると考えられ

た． 

 

Recently, there are many studies about growth and yeild of Jatropha curcas L. (J.curcas) related 

fertilization. In addition, it is reported research about organic material as a substitute of chemical 

fertilizer. However, there are still few studies from a point of view of the agronomy about J. curcas. 

Therefore in this study, we researched the initial growth of J.curcas and relation with the quantity of 
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fertilization about N and P. As a result, we calculated the quantity of most suitable fertilization: N; 

50 ~ 250 kg, P; 75~150kg, (K; 100 ~ 225 kg) per 1 ha. In addition, based on quantity of most 

suitable fertilization, it was cleared that mixture processing with chemical fertilizer and organic 

material promoted the growth of J.curcas. Furthermore, it was possible to reduce quantity of 

chemical fertilizer by using organic fertilizer such as fowl droppings, pruning branch and seed husk. 

In future, it was necessary that the accumulation of the data of the growth and seed harvest on the 

long term. 
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第 3 章 タンザニア連合共和国におけるナンヨウアブラギリ（Jatropha curcas L.）の水管理

に関する研究 

 

【目的】 

 

J.curcas は乾燥耐性，病害虫に対する抵抗性があり（Augustus et al., 2002; Fairless, 2007; 

Achten et al., 2008），200～1500 mm 以上という広い範囲の降水量の地域で生育可能であるた

め（Openshaw, 2000），乾燥地においてプランテーション栽培できる可能性がある． 

しかし，J.curcas は基礎の農学的な研究や知見が欠落しており（Fairless, 2007），例えば，

上記した通り，200 mm 以上という範囲の降水量の地域で生育可能であるが，乾燥地域の降

雨量のみでの経済的栽培は，種の収量，含油量および油の成分等を考慮すると事実上困難

であると考えられる．現に最近では，水管理よる含油量の変化，種油の成分の変化等に関

する論文（Wouter et al., 2009; Abdrabbo & Nahed, 2009; Soumit et al., 2010）が報告され始め，

特に経済的に栽培するという観点では，生育に対する水分要求量の把握が重要であるとい

うことが見直されてきている．また，アフリカの半乾燥地域で最も適応しやすいバイオ燃

料作物の一つである（King et al., 2009; Jingura, 2011; Jingura et al., 2011)という報告もあるが，

そのような地域での水分要求量の把握は，過剰な潅水を抑え，水資源の有効活用および土

壌塩類化抑制につながる．しかし，アフリカの多くの乾燥地域では，雨季と乾季が存在す
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る特有の気候であることが多く，一定期間乾燥条件に晒されるような環境で，J.curcas の水

管理を調査した研究は当管見では見当たらない． 

そこで本章では，土壌水分張力を用いて，第 1 節で小雨季，第 2 節で小乾季，第 3 節で

大雨季を想定した土壌水分環境を再現し，半乾燥地域特有の雨季および乾季が存在する気

候下での J.curcas のバイオマス，無機栄養動態を明らかにした．また，第 4 節では，タンザ

ニア連合共和国の半乾燥地域に属するタンガ州ムジェサニ村 J.curcas プランテーションほ

場（S 4゜59’, 45’’，E 38゜59’, 42’’，標高 150 m；図 8）の現地ほ場において，実際に雨季お

よび乾季環境下で水管理栽培を行い，現地圃場での水分要求量を把握した．また第 5 節に

は本章の考察，第 6 節には摘要を記載した． 
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第 1 節 小雨季の土壌環境を想定した異なる土壌水分が初期生育のナンヨウアブラギリ

（Jatropha curcas L.）に及ぼす影響 

 

実験 6 

【材料および方法】 

 

2009 年 7 月 16 日，タンザニア産の J.curcas の種子を供試材料とし，鳥取大学農学部フィ

ールドサイエンスセンター内実験ほ場にあるビニルハウス内において，風乾した鳥取砂丘

砂（砂丘未熟土）を充填した育苗セルトレーに 1 穴 1 粒ずつ播種した．なお本実験で使用

した砂丘未熟土の物理性および化学性を表 1 に示した．またこの土壌の萎れ点および圃場

容水量はそれぞれ 0.027 cm
3
 cm－3，0.08 cm

3
 cm－3

 （マトリックポテンシャルとしてそれぞ

れ－1600 kPa，－5.5 kPa）であった．同年 7 月 28 日，本葉 1～2 枚期になった幼苗を，砂の

流出を防止するためにポット下部の排水口に内側からメッシュを当て，砂丘未熟土を充填

した 1/2000a ワグネルポット（高さ 30 cm，12.5 L）に 1 ポット 1 苗移植した．育苗中は週 3

度，ポット内の土壌が圃場容水量になるよう潅水を行い，そのうち 2 週に 1 度，大塚ハウ

ス 1 号，2 号の混合液肥を計 4 回潅水した（育苗中の全肥料投入量；TN：1.52，P：0.31 お

よび K：1.96 g pot
-1）．なお本実験で砂丘未熟土を用いた理由は，砂壌土での栽培が最も生
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育が悪かったという報告（Rodriguez et al., 2011）があるため，その劣悪な環境でどのような

生育をみせるかを確認するため用いた． 

同年 9 月 16 日（播種後 62 日目），実験 6（小雨季）を開始した．4 つの異なる土壌水分

張力の処理区を設けるために，各処理区 1 ポットに埋設型の土壌水分ポテンシャルセンサ

ー（Nishihara et al., 2001）を土壌表面から深さ 10 cm に埋設し，潅水制御器（SK-5804D-B，

サンケイ理化株式会社）を電磁弁に接続することによって潅水量を制御した．処理区は W1

区：－2.5（体積含水率約 15 %），W2区：－2.9（体積含水率約 13 %），W3区：－3.4（体積

含水率約 10 %）および W4区：－4.0 kPa（体積含水率約 8 %）で，各区 5 反復とした．潅水

は差込型点滴灌漑（NETAFIM JAPAN Co.）で行い，点滴チューブは各ポット 2 本設置した．

なお処理期間中の各処理区の潅水量は，設置した水量計で計測し，1 ポット当たりの積算潅

水量は，W1区：24.78，W2区：19.41，W3区：16.94 および W4区：15.09 L であった（図 18）． 

処理後 0，13，21，28，34 および 40 日目（処理最終日）に葉数，草高および樹径につい

て地上部生育調査を行った．また 0 日および 40 日目に処理前の植物体，各処理区の植物体

について 5 個体サンプリングし，それぞれ葉部，茎部および根部に分け，それぞれの生重

を測定した．生重測定後の葉部は自動面積計（AAC-410, HAYASHI DENKO CO., LTD．）で

葉面積を測定した．その後 70℃の乾燥機で 72 時間以上乾燥させ，各器官別に乾物重を測定

した．次に各器官別に粉砕後，N/C アナライザー（MACRO CORDER JM1000CN）により N

を分析した．さらに，硫酸-過酸化水素法により各器官の乾物を分解し，分光光度計（U-2001 
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形分光光度計）を用い，モリブデン・イエロー法により PO4（実験結果は P 含有率で算出）

を，原子吸光光度計（HITACHI Z-2300 形偏光ゼーマン原子吸光光度計）を用い，原子吸光

法により K 含有率について測定を行った．なお処理期間中の温度および湿度はおんどとり

（TR-72Ui，T&D）にて記録した．処理期間中（2009 年 9 月 16 日～同年 10 月 25 日）の温

湿度は，それぞれ最低 10.1 ℃，14.0%，最高 50.2 ℃，99.0 %，平均 23.9 ℃，80.5 %であっ

た． 

各実験データは，R version 2.12.0（The R Foundation for Statistical Computing）を使用して

統計分析を行った．有意差は ANOVA（P < 0.05），処理手段は Tukey の多重比較検定を用い

た．2 つの変量に関しては線形回帰分析により統計解析を行った． 
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【結果】 

 

・処理期間中の各処理区の葉数，草高および樹径の推移 

処理期間中の各区の葉数は，処理 13 日目までほとんど差は認められなかったが，それ以

降から葉数の数に差が出始め，40 日目には W3 区の値が 27.4±1.9 で他の区よりも 1.2～1.5

倍大きい値を示した（図 19a）．また，草高では W1，W2および W4区で処理期間中の後半か

らほぼ横ばいになり，40 日目において W3区が 69.1±4.9 cm で葉数同様に最も大きな値を示

したが，他の処理区と有意な差は認められなかった（図 19b）．葉数では全ての区で処理期

間後半，葉数が減少する傾向がみられた．処理期間中の茎径は全ての区でほとんど値の差

がみられなかった（図 19c）． 

 

・各処理区の各器官別の乾物重，含水率および水利用効率 

 葉部，茎部，根部および全乾物重ともに W3区が最も大きな値を示し，他区より 1.2～1.3

倍の大きな値を示した（表 10）．葉面積についても W3 区が 2209±113 cm
2 で最も大きく，

W1および W2区に比べてそれぞれ 1.2 倍程大きく有意な差を示した（データ省略）．各器官

別の含水率では，葉部は処理間差が認められなかったものの，茎部および根部では積算潅

水量が多くなるにつれて含水率も大きくなる傾向がみられた．1 ポット当たりの積算潅水量

と植物体の全乾物重から水利用効率を計算したところ，W3区で 2.44±0.26 g DW L
-1で最も大
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きな値を示し，次に W4区の 2.09±0.17 g DW L
-1が大きかった．この 2 つの処理間では有意

差が認められなかったが，W3区の値は W1および W2区の値に比べて有意な差を示し，約 1 

g DW L
-1程度水利用効率が高かった． 

 

・各処理区の各器官別の N，P および K の含有率 

実験 6 の施肥量は N：1.52，P：0.31 および K：1.96 g pot
-1であった．植物体中の N 含有

率では，W3区が全器官において最も大きな値を示し（表 11），全 N 含有量（全乾物重との

積）でも 0.49±0.06 g DW で他区より 1.4 倍程度有意に大きかった．W3区の器官別の N 含有

量を比率にすると，葉部が 43.6 %で最も大きく，茎部および根部がそれぞれ 38.6 %，19.8 %

であった．茎部の割合は他区に比べて大きな値を示したが，葉部および根部は他区の割合

と大きな差はみられなかった．植物体中の P 含有率についても，W3区は茎部以外の器官に

おいて他区よりも大きな値を示す傾向にあり，全 P 含有量でも 0.11±0.02 g DW で他区より

も有意に大きかった．W3区の器官別の P 含有量を比率にすると，葉部，茎部および根部の

割合はそれぞれ 30.9 %，49.7 %および 19.6 %で，葉部の割合が他区よりも大きかったが，

茎部および根部の割合に大きな差はなかった．植物体中の K 含有率では，W4区が全器官で

最も大きな値を示したが，全量では W3区が 1.69±0.05 g DW で最も大きく，他区と有意な差

が認められた．次いで W4区が 1.48 g DW であり，W1および W2区はそれぞれ 0.75 g DW，

0.98 g DW であった．W3区の器官別の K 含有量を比率にすると，葉部，茎部および根部の
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割合は 39.8 %，40.7 %および 19.6 %で，茎部の割合は他区の割合に比べ大きな値であった

が，葉部および根部の割合に大きな差はみられなかった． 
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第 2 節 小雨季の初期生育が小乾季のナンヨウアブラギリ（Jatropha curcas L.）の乾燥耐性

に及ぼす影響 

 

実験 7 

【材料および方法】 

 

2009 年 10 月 26 日（播種後 101 日目），鳥取大学農学部ビニルハウス内において，本章第

1 節の実験 6 と同様の方法で 4 つの異なる土壌水分張力で制御していた J.curcas への潅水を

完全に止め，実験 7 の乾燥処理（小乾季）を開始した．それぞれ前潅水処理の処理区より，

W1d，W2d，W3dおよび W4d区の 4 処理区 5 反復とした．各処理区 1 ポットに TDR センサー

（Campbell Scientific Inc., USA）を 1 ヵ所（深度 5～20 cm）に差し込み，J.curcas が全て落

葉するまでの土壌中の誘電率および土壌含水率を 1 時間につき 1 度測定した．また処理期

間中は各処理区，毎日葉数を調査し，1 週間に 1 度草高および樹径を測定した．同年 12 月

10 日，各区の植物体をサンプリングし，実験 6 と同様の方法で各器官の生重，乾物重およ

び N，P，K，Ca および Mg の無機分析を行った．なお，処理期間中ビニルハウス内は二重

カーテンにし，温風ヒーターを設置しハウス内の温度を上げた．処理期間中の温度および

湿度はおんどとり（TR-72Ui，T&D）にて記録した．期間中（2009 年 10 月 26 日～同年 12
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月 10 日）の温湿度は，それぞれ最低 9.2℃，19.0%，最高 37.1 ℃，99.0 %，平均 17.0 ℃，

62.2 %であった． 
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【結果】 

 

・処理期間中の各処理区の葉数，草高および樹径の推移 

 潅水を停止し乾燥処理後，全ての処理区で直ちに落葉が始まった（図 19a）．乾燥処理 38

日目において W4d区が処理区中最も早くすべて落葉した．次に W2d区が 39 日目，W1d区が

44 日目で，W3d区は乾燥処理期間中に全て落葉することはなかった．W4d区の全て落葉した

日の土壌体積含水率が 4.95 %，W2d区が 7.59 %，W1d区が 11.06 %で，W3d区は含水率が 6.67 %

であり，W3d区の含水率は 6.67 %にもかかわらず全て落葉することはなかった．草高は全処

理区で処理後 38 日目（播種後 139 日目）まで値はほとんど変わらなかったが，その後，落

葉により全ての処理区で草高が下がる傾向がみられた（図 19b）．樹径では，全ての処理区

で処理後 24 日目（播種後 125 日目）に値が増加する傾向がみられた（図 19c）．一方で，処

理後 38 日目（播種後 139 日目）から全処理区で値が減少する傾向がみられた．処理間での

値に大きな差はみられなかった． 

 

・各処理区の各器官別の乾物重および含水率 

 茎部乾重は W3d区の 25.01±1.93 g DW が処理区中で最も大きく，次に W1d区が 24.87±1.22 

g DW と大きな値を示した（表 10）．根部乾重では，W1d区が 18.11±1.39 g DW と他区に比べ

て 1.2 倍程大きく，次いで W3d区が 17.68±1.24 g DW と大きな値を示した．一方で茎含水率
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では，W2d区の 82.83 %が処理中で最も大きく，根水分率では W1d区が 83.18 %で最も大きな

値を示したが，どちらの値も他区との有意な差は認められなかった．潅水処理から乾燥処

理の茎含水率の変化を計算すると，茎部では W3d区の 1.56 %で減少率が処理区内で最も少

なかった． 

 

・各処理区の各器官別の N，P および K の含有率 

 各器官別の N 含有率は，W3d区が茎部および根部で最大値であった（表 11）．植物体中の

全 N 含有量では W3d区は 0.41±0.04 g DW で，W1d区の 0.28±0.02 g DW と有意な差が認めら

れ，他区よりも約 1.4～1.5 倍の大きな値であった．また全量に対する茎部 N 含有量の割合

が 64 %で他区よりもその割合が大きかった．一方，W1d区は根部 N 含有量の割合が 45 %で

根部の割合が他区よりも大きかった．各器官別の P 含有率では，処理区間に有意な差がみ

られず，値にもほとんど差はなかった．各器官別の P 含有量の比率は，茎部の割合で W4d

区が 72 %と最も大きく，根部の割合で W2d区の 34 %が最も大きかった．K 含有率は，処理

区間で有意な差が認められなかったが，K含有量はW4d区が 1.25 g DWと最も大きくなった．

また W3dおよび W4d区では全量に対する茎部の K 存在量の比率がともに 71 %で，処理間で

茎部の割合が大きく，W1dおよび W2d区はともに根部の割合が 34 %で，根部の割合が大き

くなる傾向であった．また乾燥処理の全ての区で，潅水処理と比べて茎部の無機含有率が

増加した． 
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第 3 節 小雨季および小乾季を経た初期生育のナンヨウアブラギリ（Jatropha curcas L.）へ

の大雨季（再潅水）の影響 

 

実験 8 

【材料および方法】 

 

2009 年 12 月 10 日（播種後 148 日目），鳥取大学農学部ビニルハウス内において，本章第

1，2 節の実験 6 および 7 と同様の実験方法で潅水，乾燥処理を行った J.curcas に再度潅水

処理（大雨季）を開始した．実験 6 の最適土壌水分張力であった W3区の－3.4 kPa（体積含

水率約 10 %）を基準として，それぞれ前乾燥処理区より，W1d3，W2d3，W3d3および W4d3区

の 4 処理区 5 反復とした．また処理期間中は各処理区，1 週間に 1 度葉数，草高および樹径

を測定した．2010 年 5 月 17 日の再潅水処理 158 日目，各区の植物体をサンプリングし，実

験 6 と同様の方法で各器官の生重，乾物重および無機分析を行った．処理期間中の 1 ポッ

ト当たりの積算潅水量は，全処理区 17.31 L で，潅水処理の潅水量との和は W1d3区：42.03，

W2d3区：36.65，W3d3区：34.19 および W4d3区：32.34 L であった（図 18）．なお処理期間中

ビニルハウス内は二重カーテンにし，温風ヒーターを設置しハウス内の温度を上げた．処

理期間中の温度および湿度はおんどとり（TR-72Ui，T&D）にて記録した．期間中（2009
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年 12 月 10 日～2010 年 5 月 17 日）の温湿度は，それぞれ最低 4.6 ℃，2.0 %，最高 53.4 ℃，

99.0 %，平均 18.1 ℃，54.7 %であった． 
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【結果】 

 

・処理期間中の各処理区の葉数，草高および樹径の推移 

 葉数は全処理区とも処理後期まで値がほぼ変わらなかった（図 19a）．処理 158 日目では

W3d3 区が 15.3±6.0 で最も大きな値を示したが，他区と有意な差は認められなかった．草高

および樹径の値は処理期間中ほとんど変わらなかった（図 19b，c）． 

 

・各処理区の各器官別の乾物重，含水率および水利用効率 

 葉乾物重は W1d3区が 0.29±0.02 g DW および W2d3区が 0.32±0.04 g DW と比べ他区と有意

な差を示したが，他器官では有意な差が認められなかった（表 10）．器官別の含水率では，

全処理区とも茎部において乾燥処理の値よりも含水率が上昇し，根部において値が減少し

た．水利用効率では，W4d3区が 0.77 g DW L
-1で他区よりも大きな値を示したが，全ての処

理区で潅水処理の水利用効率の値より大きく減少した． 

 

 

・各処理区の各器官別の N，P および K の含有率 

N および P の含有率は全ての器官で W3d3区の値が他区よりも大きくなる傾向がみられた

が，有意な差は認められなかった（表 11）．K の含有率では，W4d3区が全器官で他区よりも
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大きな値を示し，根部については W1d1区との間に有意な差がみられた． 

 

・実験 6，7 および 8 の全乾重と植物体中の無機含有量との相関 

 全乾重と各無機元素との相関図を図 20 に示した．R
2値はそれぞれ N：0.71，P：0.30 およ

び K：0.49 であり，N 含有量のみ全乾重との高い相関がみられた（P ＜ 0.01）． 
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図18．実験6（小雨季），7（小乾季）および8（大雨季）の各処理区の積算潅水量の推移 

（各期間：n=5） 
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図19．実験6，7，8の各処理区の葉数，草高および樹径の推移 

（各期間：n=5）
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図20．実験6，7および8の各植物体全乾重と植物体中無機含有量との相関 
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第 4 節 タンザニア連合共和国における異なる土壌水分環境がナンヨウアブラギリ

（Jatropha curcas L.）の生育に与える影響 

 

実験 9 

【材料および方法】 

 

2013 年 2 月 11 日，タンザニア連合共和国タンガ州ムジェサニ村 J.curcas プランテーショ

ンほ場（図 8）において，現地で株間 2 m×条間 3 m の間隔で慣行栽培されたタンザニア産

の 1.5 年目の J.curcas の樹木を供試材料とし潅水実験を開始した．本年の気象は，処理を開

始した 2 月は小乾季にあたり，実験を終了した 8 月は大乾季にあたった（図 21）．処理区は，

現行（Control）区（施肥無，潅水無），土壌体積含水率 35 %区，本章第 1 節の実験 6 の最適

土壌水分ポテンシャル；－3.4 kPa（30 %）区，25 %区および無潅水区の 5 区を設けた．潅

水方法は，各区全ての植物体の根元から約 50 cm の箇所に，土壌体積含水率測定器（プロフ

ァイルプローブ，Profile Probe Delta-T 社製）を設置し，土壌表面から深さ 40 cm までの含水

率の平均値が各区の設定した値になるよう手動潅水を行った．なお，現行区を除く全ての

処理区には，化学肥料；N:P:K＝160:300:80 g/株を施用した．施肥は樹木から 1 m の位置の

両側に筋蒔きで行い，反復は全区 5 反復で行った．現地ほ場の土壌の化学性については表 8

に記載した． 
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地上部生育調査および種子収穫量調査は，第 2 章第 4 節の実験 4 と同様の方法で行った．

なお、実際の種子生産は，月によって大小あるものの概ね周年であるが，本実験では種子

収穫の時期は，2013 年 8 月 1 日 ~ 8 月 31 日までの 30 日間とした．また，気象データにつ

いては実験 4 の材料および方法に記載された値と同様であった． 

各実験データは，R version 2.12.0（The R Foundation for Statistical Computing）を使用して

統計分析を行った．有意差は ANOVA（P < 0.05），処理手段は Tukey の多重比較検定を用い

た． 
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【結果】 

 

・処理期間中の樹高，樹冠および樹径の推移 

 樹高では，土壌体積含水率 25 %区が 227.6±11.1 cm で処理区中最も大きかったが，他区と

の有意な差は認められなかった（図 22）．25 %区は処理期間中の増加率が 1.4 倍と処理間で

最も大きい値をとり，一方で無潅水区は 1.1 倍と最も増加率が小さかった． 

 樹冠では，35 %区が 210.5±8.7 cm で他区と比べて有意差が認められなかったものの，全

処理区中最も大きな値であった（図 23）．また，全ての潅水処理区の樹冠は増加傾向であっ

たが，Control 区および無潅水区では，処理期間中，値が減少する傾向がみられた． 

 樹径は，全処理区の中で Control 区が 109.6±2.8 mm で最も大きく，無潅水区と有意な差が

認められたが，潅水処理区とは有意差がみられなかった（図 24）．また，全ての処理区で処

理期間中は増加傾向であった． 

 

・各処理区の樹木 1 株当たりの種子収穫量 

 本調査時期のみの 1 株当たりの種子収穫量は，35 %区が 21.5±6.1 g で Control 区の 2.5 倍

の収穫量であり，処理区中最も大きくなったが，他区と有意な差はみられなかった（図 25）．

全ての潅水処理区で Control 区よりも収量が増加する傾向がみられた． 

 また，Control 区，無施肥（潅水；土壌含水率 30 %），無潅水（施肥 1 倍量のみ）区およ
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び第 2 章第 3 節の 1 倍量区（土壌含水率 30 %，施肥 1 倍量）を比較すると，処理区間で有

意差はみられなかったが，無施肥区で Control 区の 1.1 倍，無潅水区で 1.8 倍，1 倍量区で

2.2 倍の収穫量であった（図 26）． 
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図 21．2013 年のタンザニア連合共和国タンガ州モハメッド圃場の月別降水量の推移 
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図 22．処理期間中の樹高の推移 

n.s.：有意差なし（P ＜ 0.05，Tukey検定）（n=5）． 
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図 23．処理期間中の樹冠の推移 

n.s.：有意差なし（P ＜ 0.05，Tukey検定）（n=5）． 
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図 24．処理期間中の樹径の推移 

異なるアルファベットは値に有意差があることを示す（P ＜ 0.05，Tukey 検定）（n=5）． 
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図 25．各処理区の樹木 1 株当たりの種子収穫量 

n.s.:有意差なし（P ＜ 0.05，Tukey検定）．図中のバーは標準誤差を表す（n=5）． 
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図 26．タンザニア現地圃場における潅水および施肥処理の樹木 1 株当たりの種子収穫量 

n.s.:有意差なし（P ＜ 0.05，Tukey検定）．図中のバーは標準誤差を表す（n=5）． 
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第 5 節 考察 

 

本章第 1 節，実験 6 の潅水処理（小雨季）の地上部生育，バイオマス成長量および水利

用効率の結果より，初期生育の J.curcas の最適土壌水分張力は W3区の－3.4 kPa（体積含水

率約 10 %）だということが明らかになった．この土壌水分環境での栽培は，処理区中最も

潅水量に対するバイオマス成長率が高く，水資源が乏しい乾燥・半乾燥地域での栽培に適

した水管理だということが示唆された．W3区の処理期間中（40 日間）の積算潅水量は 19.41 

L plant
-1であり，この結果は，処理後 43 日目までの J.curcas の最適潅水量は 36.9 L plant

-1で

あったという報告（Abdrabbo & Nahed, 2009）と一致しなかった．この理由は，2009 年の報

告では 1 m の挿し木を用いていたことや，ほ場試験であったことより，本実験結果より潅

水量が多くなったこと，また，挿し木から根を発根させる過程で多くの潅水量が必要にな

ったと推察された．本実験において W3区は水利用効率も良好であり，同時に N，P および

K の植物体中存在量でも，全ての無機元素の吸収量が最も多く，施肥量に対する吸収率でも

N，P および K でそれぞれ 32 %，35 %および 86 %で，肥料利用効率の面でも優れた水管理

であると考えられた．一方，W1 区や W2 区のように土壌水分張力が大きく土壌含水率が多

い環境では，バイオマスおよび土壌養分の吸収率が減少する傾向がみられた．これは J.curcas

が排水性･通気性が高い土壌を好む（Heller, 1996）という報告と合致していた．このことか

ら，育苗から定植直後の最適水管理に関する知見を得ることができた． 
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一方，第 2 節，実験 7 の乾燥処理（小乾季）の結果から，潅水処理での W3区の土壌水分

張力－3.4 kPa の土壌体積含水率が減少していっても全て葉が落葉しなかったことから，処

理区中で J.curcas の乾燥耐性を最も強めたことが明らかになった．つまり， J.curcas は乾燥

条件下に晒されると，茎部に水分を保ち続け，無機栄養を移行させ，地上部の葉を保ち続

ける乾燥耐性の特性があることが示唆された．乾燥条件下に晒された J.curcas の茎部の役割

は，枯れ落ちない葉部から損失する水分のバランスを保つことである（Wouter et al., 2009）

という報告に一致した．J.curcas は乾燥ストレスを受けると葉中および根部の K 濃度が減少

する（Evandro et al.，2010）という報告がある．今回の乾燥処理により葉および根部の K の

移行は見られなかったが，茎部への K の移行は確認でき，J.curcas の乾燥に対する耐性強化

であることが示唆された． 

第 3 節，実験 8 の再潅水処理（大雨季）では，乾季を経てすべて落葉してしまった J.curcas

に再度潅水しても，栽培日数が 4 分の 1 程しか経っていない潅水処理の方が水利用効率お

よび無機養分吸収も大きくなったことより，乾季の際一度落葉してしまうとバイオマス成

長が遅延してしまうことが明らかとなり，乾季の際の水管理が重要であり，つまりどのよ

うに落葉させず樹体を保つかが J.curcas の種生産を主とした栽培体系化確立の中で重要課

題ではないかと考えられた． 

全実験を通して，K の施肥量に対する吸収率は（81.5～99.7 %）で全元素の中で最も高か

った．N と P についてはそれぞれ 30.7～53.3，30.4～69.8 %であった．K の含有量は葉部お
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よび茎部で高いため，落葉または剪定による栄養分の損失が考えられた．本実験の結果で

は，落葉中には約 30.4 mg g
-1

 DW の K が存在しており，長期間の J.curcas の栽培には K 肥

料成分の外部からの投入が必要であると考えられた． 

一方で，J.curcas の落葉はプランテーションでの優秀な有機資材になる可能性がある．

Dange ら（2006）は葉部の有機肥料は効果的な肥料になり得ると報告しており，搾油後の搾

り滓は N, P および K を多量に含んでおり，堆肥の有用材料となるという報告（Sharma et al., 

2009; Das et al., 2011）もある．その上，低肥沃土条件下では，化学肥料より有機肥料の方が

生育に適しているという研究もある（Francis et al., 2005）ため，プランテーションでは，

J.curcas 自体の有機肥料による持続的な施肥管理が可能であると考えられた． 

施肥量に対する J.curcas への吸収率は K が最も高かったが，J.curcas の生育との相関は N

の存在量が最も高かった（図 20）．この結果は，N 処理は無 N 処理と比べて全乾物重量，含

水率，蒸散量，灌漑水利用効率および作物水利用効率を増加させるという報告と合致した

（Yin et al., 2012a; Yang et al., 2013）．Tikkoo ら（2013）も，N 施肥増加に伴い，種子収穫量

および種子含油率は上昇すると報告している．したがって本実験の結果から，N が J.curcas

の生育に最も重要な肥料成分であると示唆された．しかしこの結果は，第 2 章第 1 節の実

験 1 および実験 2 の J.curcas の初期生育では，N よりも P の方が重量であるという結果と相

違し．その理由としては，供試した J.curcas の年数，栽培期間の違いや本実験での P 肥料成

分の投入量が少なかったことが考えられた． 
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第 4 節，実験 9 の現地水管理（潅水）試験では，実験 6 の最適土壌水分ポテンシャルで

あった土壌体積含水率 30 %（－3.4 kPa）より，35 %区で種子収穫量が多くなる傾向がみら

れ，土壌水分が多いほど生育が良く，種子収量が多い結果となった．要因としてはいくつ

か考えられるが，主として 2 つあり，1 つは生育ステージの違いによる水分要求量の差であ

ると考えられた．2 つ目は土壌の特性が砂丘未熟土と大きく異なる点であり，粘質土壌の特

性である現地土壌は，降雨後の水の横方向へ水が流亡し，水が下方向へあまり浸透しない

特性が考えられた．さらに，気温，日射量の違いなども考えられた．また，現行区および

無潅水区の天水のみで水管理を行った区は，本実験の処理期間中に小乾季および大乾季に

晒されたため，樹冠の値が減少する傾向がみられ，落葉が引き起こされた可能性が示唆さ

れた． 

今回のタンザニア現地ほ場における潅水および施肥処理の樹木 1 本当たりの種子収穫量

を図 26 に表した．現地栽培実験では，潅水処理はそれ単一処理ではほとんど種子収穫量に

及ぼす効果がなく，施肥処理との掛け合せ処理で相乗効果がみられた．施肥と掛け合わせ

て潅水を行うことは，収穫量に対する水利用効率を増加させる水管理技術であるというこ

とが考えられた． 

 以上のことより，タンザニア連合共和国タンガ州のような雨季，乾季が存在するような

環境で J.curcas を効率的に栽培するためには，乾季の際に落葉を引き起こさないために，最

適な土壌水分ポテンシャルで栽培し続けることが必要であると示唆された．しかし，水資
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源が乏しく，蒸発散が激しい乾燥地域で，乾季に頻繁に灌漑を行うことは困難である．こ

のため，土壌水分を保持可能な土壌への炭化物を含む有機物施用，化学肥料のような施肥

および潅水を効率的に組み合わせることで水利用効率を向上させることが望まれた．また，

もし可能であれば乾季の際の効率の良い灌漑計画を構築させることなどの水管理技術の確

立も必要であると考えられた． 
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第 6 節 摘要 

 

J.curcas は乾燥耐性を有しているといわれており，その特性から乾燥地域での栽培を期待

されていたが，近年，収量および含油量に対する水分要求量について見直されてきている．

また，アフリカ乾燥地域などで特有の気候である雨季，乾季がある環境での水管理を調査

した研究は当管見では見当たらない．そこで本章では，土壌水分張力を用いて，雨季およ

び乾季の土壌環境を再現し，その環境下での水分要求量を調査した．その結果，土壌水分

ポテンシャル－3.4 kPa での水管理栽培が，バイオマスを最も大きくし，乾季での乾燥耐性

を強めた．しかし，一度乾燥条件に晒され，落葉し始めると，再度潅水してもバイオマス

成長に遅れがでてしまうことより，乾季の際の水管理が重要であることが明らかになった．

タンザニア現地ほ場では，最適土壌水分ポテンシャルよりも多くの潅水が必要であるとい

うことが明らかになった．また，現地でも乾季の際に落葉が引き起こったことより，半乾

燥地域での J.curcas 栽培では，施肥と掛け合せて潅水を行うことで水利用効率を向上させる

ような，少ない水資源を効率的に利用する水管理技術の確立が不可欠であると考えられた． 

 

It was reported that J.curcas could adapt to drought/arid condition. Therefore this plant was 

expected in cultivation in the dryland. However, it was reviewed about water demand for yield and 

the quantity of seed oil. In addition, so far no studies have focused on optimum soil water potential 
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for J. curcas growth and seed harvest. The aim of this study therefore, was to evaluate J. curcas 

performance under different soil water potential during both rain and dry seasons. Basing on growth, 

water use efficiency and mineral nutrient uptake results, we conclude that the best soil water 

environment for J. curcas cultivation is －3.4 kPa (volumetric soil water content: 10%). In addition, 

we cleared that it was important to irrigate in dry season. On the other hand, in Tanzania experiment, 

it was cleared irrigation more than the most suitable soil water potential in Japan. In addition, it was 

important that the establishment of the water management to use effectively the water resource by 

crossing it and fertilization. 
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第 4 章 初期生育のナンヨウアブラギリ（Jatropha curcas L.）の耐塩性評価 

 

【目的】 

 

第 3章の結果より，乾季の際に J.curcasの落葉を引き起こさないために，潅水が必要なこと

が明らかになった．しかし多くの乾燥地の灌漑水は質が悪いことが多く，その上限りある水資源

を灌漑水で使用することは，土壌の塩類化を引き起こし，さらには残った水資源の塩類化にもつな

がる（Chaves & Oliveria，M.M., 2004）．また乾燥地は水分蒸発がさかんなため，より高い塩分濃

度の土壌および灌漑水になることも考えられる．そしてすでに世界全土の 6 %，灌漑使用農地の

30 %が塩害の被害を受けており（Munns & Tester, 2008），乾燥地での栽培は限られた水資源と

塩類化した灌漑水により，土壌塩類化と収量低下に直面する可能性が増加するという報告もある

（Paranychianakis & Chartzoulakis, 2005）． 

塩害は植物の生長と生産性を制限する主な環境要因である（Allakhverdiev et al., 2000）．塩スト

レス条件下では，植物は低い土壌水分ポテンシャルにより根部からの水分吸収を制限され，生理

および生化学的な制限を受け，NaおよびClイオンにより酸化ストレスや必要不可欠な無機元素吸

収の制限を受ける（Hasegawa et al., 2000; Zhu, 2001; Munns, 2002; Wang et al., 2003）．それに

よって，一般的に植物は乾物生産やサイズ自体に抑制を受ける（Garg & Gupta, 1997; Taiz & 

Zeiger, 2006）．同じ木本植物で種子から搾油するオリーブ（Olea europaea）では 420 mS m
-1 の
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NaCl 濃度潅水まで生育可能であるという報告がある（Wiesman et al., 2004）． 

J.curcasの塩ストレス条件下での研究は，E.N. Silvaら(2010)は，J.curcasは気孔を閉じ蒸散

を防ぐことで塩ストレスを受けることを防いでいることを明らかにした．またKumarら

(2008)は，NaClはこの植物の細胞中の酸化ストレスを引き起こすことを報告した．このため，

植物は塩ストレスを避けるため機能として，無機栄養吸収パターンを変化させることが出

来ると述べている（Patel et al., 2010b）．Díaz-Lópezら（2012）は，生育と耐塩性指標（ST-index）

から，J.curcasは中程度の耐塩性であると報告している．しかしながら，落葉のような明確

な生理的損失の面から耐塩性を評価した報告は当管見では見当たらない． 

そこで本章第1節では，光合成速度，蒸散量および無機動態の観点から，異なる濃度のNaCl

潅水が初期生育のJ.curcasに及ぼす影響を明らかにした．第2節では，生育，無機吸収量およ

び落葉の面からJ.curcasの耐塩性を評価した．また第3節には本章の考察，第4節には摘要を

記載した． 
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第 1 節 異なる濃度の NaCl 潅水が初期生育のナンヨウアブラギリ（Jatropha curcas L.）に

及ぼす影響 

 

実験 10 

【材料および方法】 

 

供試材料は，タンザニア産の J.curcas の種子とし，2009 年 7 月 16 日，鳥取大学農学部フ

ィールドサイエンスセンター内実験ほ場にあるビニルハウス内において，風乾した鳥取砂

丘砂（砂丘未熟土）を充填した育苗セルトレーに 1 穴 1 粒ずつ播種した．なお本実験で使

用した砂丘未熟土の物理性および化学性を表 1 に示した．同年 7 月 29 日，本葉 1～2 枚期

になった苗を，砂の流出を防止するためにポット下部の排水口に内側からメッシュを当て，

砂丘未熟土を 3 L 充填した 1/5000a ワグネルポットに 1 ポット 1 苗移植した．ポットには事

前に化学肥料（N：0.44, P：2.75 および K：0.57 g pot
-1）を土壌中に混和し，育苗中は適宜

圃場容水量になるように水道水により潅水を行った． 

2009 年 10 月 1 日（播種後 77 日目），鳥取大学乾燥地研究センター，バイオハザード室に

おいて NaCl 潅水処理実験を開始した．処理前にポットの上部をアルミホイルで覆い，下部

排水口をゴム栓で止め，地表およびポット下部からの蒸発を防いだ．脱塩水に NaCl を溶か

し，濃度を 0（Control），10，20，30，40，50，75，100，150 および 200 mM の 10 処理区，
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3 反復に設定し，重量法でポットの重量を計量し，処理 5，9，12，15，18，21 および 24 日

目に再び圃場容水量のときの重量になるよう各処理濃度の塩水潅水を行った．また処理 5，

13 および 21 日目に光合成測定装置（LI-6400，LICOR）を用いて光合成速度および蒸散速

度を 1 処理区 1 サンプルの最上位展開葉について測定した． 

2009 年 10 月 27 日，処理 27 日目（播種後 104 日目）に各区の植物体を器官別：葉部，茎

部および根部に分け，その後各器官を 70℃の乾燥機で 72 時間以上乾燥させた．各器官別に

乾物を粉砕後，硫酸-過酸化水素法により分解し，原子吸光光度計（HITACHI Z-2300 形偏

光ゼーマン原子吸光光度計）を用い，原子吸光法により Na 含有率を測定した．  

各実験データは，R version 2.12.0（The R Foundation for Statistical Computing）を使用して

統計分析を行った．有意差は ANOVA（P < 0.05），処理手段は Tukey の多重比較検定を用い

た． 
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【結果】 

 

・処理期間中の積算蒸散量の推移 

実験終了時の積算蒸散量は，Control 区が 3596 mL で最も多く，10 mM 区の 3560 mL とほ

ぼ同量であった．一方，最も積算蒸発量が少なかった区は，200 mM 区の 760 mL であり，

Control 区の量は 200mM 区の約 4.7 倍と高い値を示した．（図 27）．40 mM 区は処理 12 日目

まで 970 mLで 50 mM区の 1000 mLとほぼ同量，18日目まで 1373 mLで 75 mM区の 1384 mL

とでほぼ同量であったが，処理最終日（処理後 24 日目）には 40 mM 区は 1690 mL で 50 mM

区の 1973 mL の 0.85 倍，75 mM 区の 1805 mL の 0.93 倍まで積算蒸散量が低下した．NaCl

濃度が低い潅水処理区では，処理日数が経つにつれて積算蒸散量の増加が緩やかになる傾

向にあったが，150 mM および 200 mM 区のような NaCl 濃度が高い処理区では，NaCl 潅水

処理開始直後から蒸散量がほぼ 100 mL 以下と低い値を示し，最終的な積算蒸散量も低い値

になる傾向であった． 

 

・処理期間中の積算 NaCl 量の推移 

処理期間中の各区に潅水した積算 NaCl 量は，20 mM 区の 3.54 g，40 mM 区で 3.80 g と処

理間でほとんど差はみられなかった（図 28）．これは処理期間中の 40 mM 区の蒸散量が小

さかったためである．また 75，150 および 200 mM 区でもそれぞれ 7.51，7.68，7.61 g でこ
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の 3つの区の中での大きな差はみられなかった．NaCl潅水を行った処理区中，最も積算 NaCl

量が多かった 150 mM区の 7.68 gは最も少なかった 10 mMの 2.01 gの 3.8倍程度であった． 

 

・光合成速度および蒸散速度 

処理 5 日目の光合成速度では，10 mM 区が 13.7 μmol m
-2 

s
-1で Control 区の 12.9 μmol m

-2
 s

-1

より 1.1 倍大きな値を示し，同日の蒸散速度においても，10 mM 区は 5.89 μmol m
-2 

s
-1の値

を示し，Control 区の 3.33 μmol m
-2 

s
-1 の約 2 倍の値を示した（図 29，30）．また 20～100 mM

区では，光合成速度，蒸散速度ともに Control 区の 50 %以上の値を示していた．一方，150

および 200 mM 区では，5 日目の時点で光合成を行っていなかった．処理 13 日目の光合成

測定では，40～100 mM 区の値も大きく低下し，Control 区の約 20 %の値を示した．同日の

蒸散速度でも，40～100 mM 区はほとんど蒸散を行っていなかった．処理 21 日目の光合成

速度では，30 mM 区も 0.28 μmol m
-2

 s
-1で，Control 区の 11.93 μmol m

-2
 s

-1 よりも大幅に低下

した．なお処理 5 日目の NaCl 潅水の光合成速度および蒸散速度の IC50値（Control 区に対

する 50 %阻害濃度）はそれぞれ 91 mM，97 mM，13 日目は 26 mM，15 mM，21 日目はど

ちらも 14 mM であった． 
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・実験終了時の各処理区の器官別の Na の濃度割合 

 

 各区の器官別の Na の濃度割合では，NaCl 潅水の濃度が高くなるにつれて葉中の Na 割合

が減少する傾向がみられた（図 31）．200 mM 区の葉中の Na 割合は 36 %で，この値は Control

区の 53 %という割合の 69 %程であった．その他の茎および根において NaCl 潅水の濃度と

の相関はみられなかった． 
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図 27．処理期間中の各処理区の積算蒸散量の推移 

（n=3） 
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図 28．処理期間中の各処理区の積算 NaCl 量の推移 

（n=3） 
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図 29．処理 5，13，21 日目の各処理区の光合成速度 

※図中のバーは標準誤差を表す（n=3）． 

異なるアルファベットは値に有意差があることを示す（P ＜ 0.05，Tukey 検定）． 
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図 30．処理 5，13，21 日目の各処理区の蒸散速度 

※図中のバーは標準誤差を表す（n=3）． 

異なるアルファベットは値に有意差があることを示す（P ＜ 0.05，Tukey 検定）． 
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図 31．実験終了時の各処理区の器官別含有率 

（n=3） 
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第2節 初期生育のナンヨウアブラギリ（Jatropha curcas L.）の生理的反応からの耐塩性評

価 

 

実験11 

【材料および方法】 

 

供試材料は，タンザニア産の J.curcas の種子を用い，2011 年 5 月 27 日に鳥取大学農学部

内のビニルハウスにおいて，風乾した鳥取砂丘砂（砂丘未熟土）を充填した育苗セルトレ

ーに 1 穴 1 粒ずつ播種した．なお，本実験で使用した砂丘未熟土の物理性および化学性を

表 1 に示した．同年 6 月 10 日，本葉 1～2 枚期になった幼苗を，砂の流出を防止するため

にポット下部の排水口に内側からメッシュを当て，砂丘未熟土を充填した 1/5000a ワグネル

ポット（高さ 20 cm，3.0 L）に 1 ポット 1 苗移植した．ポットには事前に化学肥料（N：0.44, 

P：2.75 および K：0.57 g pot
-1）を土壌中に混和し，育苗中はポット内の土壌が圃場容水量

になるよう潅水を行った． 

同年 8 月 18 日（播種後 84 日目），蒸留水に NaCl を溶かし，塩水潅水濃度を 0（Control），

25，50 および 100 mM の 4 処理区に設定し，3 反復で耐塩性試験を開始した．ポット下部排

水口にはゴム栓をし，土壌表面はアルミホイルで覆うことでポット内の水分蒸発を防いだ．

ポット内の土壌水分は，試験開始時の植物を含めた土壌体積含水率 8 %のポットの重量を記
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録しておき，一日の終わりに蒸散によって失った水分を，各処理濃度の塩水潅水で元の重

量になるよう補充した．そして試験中は毎日 6 時から 18 時までの蒸散量をポットの重量を

計測することで算出した．試験中の落葉は，個体ごとに直ちにサンプリングした．なお処

理期間中の温度および湿度はおんどとり（TR-72Ui，T&D）にて記録した．処理期間中（2011

年 8 月 18 日から同年 10 月 18 日）の温湿度は，気温が 19.0～31.0 ℃，湿度は常に 55 %以

上なるよう管理した． 

植物体のサンプリングはそれぞれの処理区の 1 時間当たりの最大蒸散量が Control 区の 1

時間当たりの最大蒸散量の 50 %および 75 %（それぞれ 50 %および 70 %阻害率）になった

日に行った（以下，各処理区のサンプリング日を IR50%，IR70%と表記）．最終サンプリング

は全処理区，処理後 61 日目に行い，各処理区の各サンプリング時期の詳細は表 12 に示し

た．また処理前の植物体もサンプリングを行った。各サンプリング時期に草高および樹径

を各処理区について計測した．各区の植物体を器官別：葉部，落葉部，茎部および根部に

分け，その後各器官を 80 ℃の乾燥機で 48 時間以上乾燥させた後，各器官の乾物重を測定

した．水利用効率は，各個体の全乾物重を積算蒸散量で除して算出した（Begg & Turner, 

1976）．各器官別に乾物を粉砕後，硫酸-過酸化水素法により分解し，原子吸光光度計

（HITACHI Z-2300 形偏光ゼーマン原子吸光光度計）を用い，原子吸光法により Na および

K 含有率を測定した． 

J.curcas の耐塩性評価は，下記の公式に準じて行われた（Maas & Hoffman, 1977; Steppuhn & 
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Grieve, 2005a; Díaz-López et al., 2012）．すなわち，本実験では相対全乾物量（各処理区の実

験終了時の植物体の全乾物重と実験前の全乾物重の差）を収量（Y）とし，相対収量を（1）

の計算式により算出した． 

（1）Yr = Y Ym
-1

 

Y；収量（各処理区の実験前後の全乾物重の差） 

Yr；相対収量 

Ym；Control（0 mM）区の Y 

 

また Díaz-López らの報告により，Yr を用いて（2）の指数モデルで耐塩性を評価した． 

（2）Yr = a＊e
b＊ECi

  

ECi；各処理区の塩水潅水中の電気伝導度 

a，b；定数 

 

根圏の塩分許容範囲の指標として耐塩性指標（ST-index）を（3）の計算式により算出し，

用いた（Maas & Hoffman, 1977; Steppuhn et al., 2005a）． 

（3）ST－index = ECi50 (1 + b) 

ECi50；最大収量（Y）に対して 50%収量になるときの電気伝導度 

 



113 

 

 

各実験データは，R version 2.12.0（The R Foundation for Statistical Computing）を使用して

統計分析を行った．有意差は ANOVA（P < 0.05），処理手段は Tukey の多重比較検定を用い

た．2 つの変量に関しては線形回帰分析により統計解析を行った． 
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【結果】 

 

・各処理区，各サンプリング時期の処理後日数および土壌中積算Na量 

100 mM区のIR50%（植物体の葉の50 %落葉）のサンプリングが処理後4日目で最も早く，

次いで50 mMが5日目，25 mMが13日目であった（表12）．各処理区のIR50%到達時の土中積

算Na量と塩水潅水濃度との相関はみられなかった．IR75%のサンプリング日では，100 mM区

がIR50%の次の日に到達し，各処理区の到達時の土中積算Na量と塩水潅水濃度との間に高い

相関がみられた．処理後61日目の最終サンプリングでは，100 mM区で積算Na量が7.28±0.54 

gで，他区よりも有意に大きい値を示し，塩水潅水濃度が高くなるにつれ積算Na量が高くな

る傾向がみられた． 

 

・各処理区の一日の蒸散量の推移 

 一時間当たりの最も高い蒸散量は，12 ~ 13時でのControl区の16.36±1.56 mLであった（図

32）．また，この処理区は6～18時の時間帯において他区の蒸散量より有意に大きな値を示

した．しかし，6時以前および18時以降は全処理区ほとんど蒸散がみられず，有意な差もみ

られなかった．25，50および100 mM区では，10～11時の時間帯で最も蒸散量が大きくなる

傾向がみられ，蒸散量の値はそれぞれ1時間当たり7.77 ± 0.87，4.58 ± 0.68，2.80 ± 0.50 mLで

あった．6 ~ 18時の時間帯では，蒸散量に25 mM区と100 mM区との間に有意な差が認められ
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たが，50 mMと100 mMとの間には有意差がなかった． 

 

・各処理区，各サンプリング時期の生育量 

IR50%のサンプリング時期では，草高および樹径と塩水潅水濃度との間に相関はみられな

かった（表13）．IR50%では，葉部乾物重で塩水潅水濃度との大きな相関がみられた．IR75%

では，葉部を除いて各器官の乾物重に塩水潅水濃度との相関がみられた．最終サンプリン

グでは，Control（0 mM）区において，全器官の乾物重および積算蒸散量で最も大きな値を

示したが，水利用効率は最も小さな値となった．実験期間を通して，SLA（比葉面積；葉部

乾物重当たりの葉面積）は処理日が経つにつれ値が小さくなる傾向がみられた．積算蒸散

量は，全サンプリング時期で塩水潅水濃度との相関が高かった．全項目は処理が進むにつ

れて塩水潅水濃度と相関が強くなる傾向がみられた． 

 

・耐塩性評価 

最終サンプリングにおいて，Control区の相対全乾物重に対する塩水潅水濃度のIC50値

（50 %阻害濃度）は54 mMであった（図33）．ECi50値および耐塩性指標（ST-index）はそれ

ぞれ5.63 dS m－1，6.23 dS m－1であった（図34）． 
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・各処理区，各サンプリング時期，各器官別のNa，K含有率およびNa/K比 

 IR50%およびIR75%において，葉部のNa含有率は25 mM区が最も大きい値を示した（表14）．

Na含有率は，処理後日数が経過するにつれ，多くの器官で値が上昇する傾向がみられた．

一方，K含有率は茎部で多く，そのためNa/Kの値も他器官よりも小さくなる傾向がみられた． 

 

・各処理区の1～3番目の落葉時における土壌中および落葉中のNa量 

 全ての処理区で，1番目の葉が落ちるとすぐに2，3番目の落葉が始まった．3番目の落葉

は，ほとんどの処理区で土壌中および落葉中のNa量が1～2番目の落葉より高い傾向がみら

れたが，塩水潅水濃度との相関はみられなかった（表15）． 
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図32．各処理区の植物体の一日の蒸散量の推移 

※図中のバーは標準誤差を表す（n=3）．  

異なるアルファベットは値に有意差があることを示す（P ＜ 0.05，Tukey 検定）． 
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図33．各処理区の相対全乾物重 

※図中のバーは標準誤差を表す（n=3）．  

異なるアルファベットは値に有意差があることを示す（P ＜ 0.05，Tukey 検定）． 
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図34．実験7での耐塩性評価（ECi50およびST-index） 

（n=3） 
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第 3 節 考察 

 

本章第 1 節，実験 10 終了後の乾物重に処理間の差はほとんどみられなかった（データ省

略）．これは処理期間後半，Control 区の葉が NaCl 潅水処理以外の何らかの原因で落葉し，

生育が阻害されたためだと思われた． 

積算蒸散量，器官別の Na 濃度割合の結果より，初期生育の J.curcas は潅水中の NaCl 濃

度が 14 mM 以上で光合成速度および蒸散速度が半減し，150 mM（1507 mS m
-1）以上であ

ると，葉への Na の移行を抑制する耐塩性の機能がみられた．これは NaCl 処理下のトウモ

ロコシ等の作物にもみられるという報告（山内・長井, 1985; Mühling & Läuchli , 2001）があ

るが，J.curcas では NaCl 潅水処理直後に蒸散が妨げられため，初期生育が著しく低下する

ことが示唆された．また，光合成速度および蒸散速度の IC50値より，20 ~ 100 mM（232～

1035 mS m
-1）区でも処理日数が経つにつれて光合成速度，蒸散速度が低下したことから，

塩類化した灌漑水の利用は J.curcas の生育に大きく影響することが明らかになった．この結

果は，オリーブ（Olea europaea）が生育可能である NaCl 潅水の濃度は 420 mS m
-1 であるとい

う報告（Wiesman et al., 2004）と比べると，生育可能の閾値が非常に低かった． 

第2節の実験11では，J.curcasの幼苗は土壌の積算Na量が増加するにつれ，塩ストレスに

よる生育阻害の影響を受けやすくなっていった．中程度の塩ストレス条件下のケナフ

（Hibiscus cannabinus）は，初期に茎部伸長抑制を受ける（Curtis & Lauchli, 1986）が，高い
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塩濃度条件下では根部伸長抑制および茎部伸長抑止を受け（Kramer, 1983; Patel et al., 2010b），

結果的に根部生育が抑制される（Garg & Gupta, 1997）．本実験の結果では，塩水潅水濃度

が上昇するにつれ各器官，特に茎部および根部の乾物重が減少した．しかし，葉中のNa含

有率については塩水潅水と高い相関がみられた．この結果は，葉部でのNa含有率の増加に

より乾物生産が抑制されるという報告（Patel et al., 2010a）に合致した．また，葉部は塩水

潅水濃度が高くなるにつれSLAを減少させ，葉の形態を変化させた． 

 植物は塩ストレス条件下では，上記した浸透圧ポテンシャルの他に，毒性作用（生理生

化学的障害および酸化ストレスに起因），栄養不均衡作用（必須栄養素吸収の変化の影響）

により，植物は生育を阻害される（Hasegawa et al., 2000; Zhu, 2001; Munns, 2002）．浸透圧

ストレスに着目すると，黄麻（Corchorus capsularis）では，短期間のNaClストレス下で蒸散

速度と植物の水分保持が減少した（Chaudhuri & Choudhuri, 1997）．また，中国に自生する

塩生植物のSuaeda salsaでは塩濃度が増加するにつれ，蒸散速度が著しく減少した（Lu et al., 

2002）．本実験では，根圏の積算Na量は少ないのにも関わらず，蒸散量の阻害率は高濃度

の塩水潅水処理区で劇的に増加した．この現象は高濃度塩水による塩ショックが引き起こ

されたと考えられた（Parida & Das, 2005）．一方で，塩ストレス条件下のJ.curcasの蒸散量

は無処理区と比べると半分以下の量になった．この蒸散による水分損失を最小にする反応

は，耐塩性植物で見かけられる典型的機能である（Steppuhn et al., 2005a）．また，最終サン

プリング時のControl区の水利用効率は処理区中最も低く，100 mM区で最も高かった．この
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理由として，蒸散は短期間の水利用効率と反比例の関係にあるという報告（dos Santos et al., 

2013）が挙げられる．ChavesとOliveira（2004）によれば，水分欠乏の初期，気孔コンダク

タンスは光合成速度よりも早く減少し，短期間の水利用効率は増加するという報告がある．

このため本試験でも塩ストレスにより気孔が閉じ，水利用効率が増加したと考えられた．

また，様々な植物で気孔コンダクタンスの値の減少は，水利用効率の増加の原因であると

述べている（Aasamaa et al., 2010）． 

 根圏中域での徐々に上昇する塩ストレス条件下での植物の相対生育は塩ストレス耐性の

指標となる（Parida & Das, 2005; Steppuhn et al., 2005b）．実験11では，Control区の全乾物重

のIC50値の塩水潅水の電気電導度が54 mMであった．J.curcasは7.9 dS m
-1までの土壌に耐性

が確認され，よってこの樹木は中程度の耐塩性に分類されるという報告がある（Patel et al., 

2010b）．一方で，4 dS m
-1（30 mM）の塩水潅水下まで健全な生育が可能であり，ECi50値と

ST-indexはそれぞれ10.79 dS m－1と11.75 であったという報告（Díaz-López et al., 2012）もあ

る．本実験では，IC50値は54 mM，ECi50値とST-indexはそれぞれ5.63 dS m－1と 6.23であった．

それぞれの研究により，栽培期間，樹齢および実験方法等が違うため，耐塩性の閾値が変

化したと考えられた．実験11の結果では，J.curcasの耐塩性はグレープフルーツ（ECi50値＝

4.59 dS m－1，ST-index＝5.54），ピーナッツ（ECi50値＝4.61 dS m－1，ST-index＝6.65）また

はレモン（ECi50値＝5.54 dS m－1，ST-index＝6.56)と同程度であった（Steppuhn et al., 2005a）． 

 実験11の結果から，J.curcasは塩濃度の高い潅水をされたときや土壌中に多量のNaが存在
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する際は，茎部や根部に多量のNaを蓄積する傾向がみられた（各器官のNa含有率と各乾物

重の積により算出）．植物は，葉中に高いNa濃度が存在すると，水分損失の緩和のために

気孔を閉じ（Naumann et al., 2007; Silva et al., 2010），また光合成の可能性も減少してしまう

（Mott, 1988）．一方で，Kは細胞増殖，浸透圧調節，細胞および植物恒常性に不可欠であ

る（Schachtman et al., 1997）．また塩ストレス下のKに関する研究は，NaによるK吸収阻害

（Fox & Guerinot, 1998），細胞中のNaの増加による積算K量の減少とNa/K比の変化（Cherian 

& Reddy, 2003），小麦の茎部へのNaよりもKを選択輸送する耐塩性（Gorham, 1990）など，

多くの報告がある．Kは細胞の酵素活動やNa/K比の維持など，塩ストレス環境下での植物の

生育のための重要なカギの役割を担っている（Apse et al., 1999）．本実験では，塩ストレス

は葉中のKの蓄積を阻害したが，茎部で多く蓄積し，茎部でのNa/K比は約0.6であった．こ

の茎部での数値は，非塩生植物に最適な代謝効率であった（Greenway & Munns, 1980）．こ

の生育特性は吸収過程でのNa/K誘導競争を阻害する能力と関連付けることが出来た

（Lawlor & Cornic, 2002）． 

実験11では，耐塩性の指標を用いた評価では54 mMが50 %阻害濃度であったが，25 mMの

塩水潅水でも落葉は引き起こった．この理由として，25 mMの塩水潅水でも葉部に多量の

Naが蓄積したため，落葉が引き起こったと考えられた．一般的に，落葉は植物の生育を遅

らせるため，塩分濃度が低い灌漑水で潅水を行う場合でも，葉中にNaが蓄積することで落

葉などの生育阻害を負うリスクがあるということが示唆された． 
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以上のことより，J.curcas の NaCl 潅水に対する IC50値は 54 mM であったが，14 mM 以上

で光合成速度および蒸散速度が半減し，25 mM 以上でも葉中に Na が蓄積し，落葉が引き起

こされた．また，塩ストレス条件下で，蒸散による水分損失を最小にする反応や，茎部で

の Na/K 比の維持などの耐塩性機構がみられたが，低濃度の塩水潅水でもバイオマス損失お

よび種子生産の低下の可能性がある．そこで，乾燥地域での灌漑を利用した水管理栽培で

は，NaCl 濃度が低い灌漑水を用いるか，栽培ほ場でもできるだけ NaCl が土壌に留まらない

ように，排水性の良い土壌や環境を整えることが種子生産性を高める最良の方法とである

と考えられた． 
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第4節 摘要 

 

第 3章の結果より，乾季の際に J.curcasの落葉を引き起こさないために，潅水が必要なこと

が明らかになった．しかし，多くの乾燥地の灌漑水は質が悪いことがあり，塩類化した灌漑水を

使用する場面が考えられる．J.curcas の塩ストレス条件下での研究に関して多くの報告が存在

するが，落葉のような明確な生理的損失の面から耐塩性を評価した報告は当管見では見当

たらない．そこで本章第 1 節では，光合成速度，蒸散量および無機動態の観点から，異な

る濃度の NaCl 潅水が初期生育の J.curcas に及ぼす影響を調査し，14 mM 以上でも光合成速

度および蒸散速度が半減する，という結果を得た．第 2 節では，生育，無機吸収量および

落葉の面から J.curcas の耐塩性を評価した．NaCl 潅水に対する IC50値は 54 mM であり，蒸

散による水分損失を最小にする反応や，茎部での Na/K 比の維持などの耐塩性機構がみられ

たが，14 mM 以上で光合成速度および蒸散速度が半減し，25 mM 以上でも葉中に Na が蓄

積し，落葉が引き起こされ，十分な種子生産を収穫することが不可能であると考えられた．

このため，乾燥地域での灌漑を利用した灌漑水管理栽培では，NaCl 濃度が低い灌漑水を用

いるか，栽培ほ場でもできるだけ NaCl が土壌に留まらないように，排水性の良い土壌や環

境を整えることが重要であると考えられた． 
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As a result of Chapter 3, it is necessary to irrigate to J.curcas cultivation in dry 

season. However, agriculture in such regions will increasingly be forced to utilize 

marginal or salinity water, which pose risks of soil salinization and yield reduction. 

Although there are several research studies on the reduction of biomass as a result 

of salinity stress above mentioned, no study focused on specific physical reduction 

effects, such as leaf shedding. This study therefore, aimed to evaluate J. curcas salt 

tolerance by observing growth, nutrient deposition and defoliation. In this chapter 

Section 1, we investigated the influence that different level NaCl irrigation to J.curcas 

of the initial growth from the viewpoint of photosynthetic rate, quantity of transpiration 

and inorganic change, and it was more than 14 mM, and photosynthetic rate and 

transpiration speed reduced. In Section 2, we evaluated salinity tolerance of J.curcas 

from the growth, inorganic quantity of absorption and fallen leaves. An IC50 level for the 

NaCl irrigation was 54 mM. However, Na accumulated in a leaf, and fallen leaves were 

caused more than 25 mM. Therefore, it was important to use low NaCl irrigation water 

by the irrigation water. 
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第5章 総合考察 

 

本研究で供試したトウダイグサ科の中南米原産の落葉低木であり非食用植物のナンヨウ

アブラギリ（J.curcas）は，水資源の少ない乾燥・半乾燥地域の耕作放棄地で栽培可能であ

り，アフリカ等の半乾燥地域で最も適応しやすいバイオ燃料作物の一つである（King et al., 

2009; Jingura, 2011; Jingura et al., 2011）という報告もある有用な工芸作物の1つである．そこ

で，アフリカのサブ・サハル諸国の1つであるタンザニア連合共和国の半乾燥地域で経済的，

持続的に栽培するための管理方法を構築することを目的とし，施肥管理，水管理および乾

燥地域で問題となる可能性のある塩ストレス条件下での生育について国内および現地実証

試験を含めた基礎的から応用研究まで一連の研究で調査を行った． 

本研究第2章の施肥管理に関する研究では，日本での砂丘未熟土を供試しポット試験にお

いて1 ha当たりN；50 ~ 250 kg，P；750 ～ 1500 kgという最適施肥量が明らかになった．こ

の結果を基準としてタンザニア連合共和国の現地圃場で試験を行ったところ，化学肥料の

施肥実験では日本の最適施肥量の2倍量が最も種子収穫量を増加させた．この結果の違いに

関しては，供試植物の生育ステージの違いや土壌特性や気象等の違いのような環境要因に

起因する点もあるが，ポット試験とほ場試験との間にも結果のズレを生じさせる原因があ

ったと考えられた．今後，この2つの実験の結果で生じたyield gapについて明らかにする必

要があり，特に樹木のような最終的なバイオマスが大きくなる植物を対象に扱う際は，樹
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サイズにあった大きめのポットを用いたり，その他の要因（気象要因，土壌の種類等）を

出来るだけ現地の環境に近づけたりすることによって，yield gap差が生まれる要素を減らす

努力をする必要がある． 

一方，このような研究は以前も種子搾り滓を用いて，J.curcasの生育を増加させたという

報告（Soumit et al., 2010）がある．そこでタンザニア連合共和国の現地で入手可能な農産廃

棄物の未利用資源である有機資材および有機堆肥における化学肥料の代替の可能性につい

て検討した． この結果，化学肥料半量とJ.curcasの剪定枝との混用区および現地有機肥料で

ある鶏糞とJ.curcasの種子殻炭化物との混用区が，現行区の種子収穫量と比べて大きく収量

が増加した．この結果は何らかの追肥は重要であるということを意味している．これら上

記の良好であった2つの区の1本あたりのN-P-K施用量はそれぞれ20 ~ 87 g-15 ~ 150 g-13 ~ 40 

gになり，この施肥量はControl区，つまり化学肥料施肥区の1本あたりのN-P-K：160-300-80 g

施用量に比べてNが約54 %，Pが約50 %およびKが約50 %低減されている計算になる．つま

り，その他に有機資材あるいは堆肥の施用は化学肥料同様に土壌中の化学性を改善してい

るのではなく，土壌物理性の改善に大きく貢献し、J.curcasの生育を旺盛にし，種子収量の

増加に大きく貢献していると推察された．本研究では、異なる有機資材の投入によって現

地ほ場の土壌の物理性が改善されたかという調査をすることができなかったことから、こ

れらの調査は今後の課題とする． 

その他に，日本の有機資材実験では，化学肥料と種子搾り滓との混用処理が最も生育へ
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の効果が大きく，現地のほ場で有効な有機資材が異なる結果となった．この原因には2つ要

因が考えられた．1つは，日本と現地ほ場で土壌特性や降水量等が異なるため有機資材投入

による土壌の物理性の改善度合いあるいは有機資材からの無機成分の溶出度合が違うため

になった結果と推察された． またもう1つは，タンザニア現地施肥試験の肥料施用方法の

違いが効果の違いとなって表れたと考えられた．日本でのポット試験であれば，準備段階

で土壌に均一に肥料を混和が出来るが，現地圃場だとそれが出来ず，今回の試験では，将

来施肥作業が機械化されるであろうということもあり，筋撒きで肥料を施用した．しかし

ながら，施肥効果を正確に把握するためには，植物体の根本に鋤き込む方法が適切であっ

た．実験の目的や狙いをしっかりと把握し，その結果が得られるような試験方法を実施す

ることが不可欠であると考えられた． 

また第3章の水管理に関する研究では，日本で砂丘未熟土を用いポット試験において，土

壌水分ポテンシャル－3.4 kPa（最適土壌水分量30 %）が最適土壌水分環境であるというこ

とが明らかになった．本章においても，その結果をもとに現地での試験設計を行い，日本

の最適土壌水分量の30 %区より35 %区で種子収穫量への効果は高かった．本結果の違いに

関しては，供試したJ.curcasの株年数の違いや実験開始時の生育ステージの違いなどの環境

要因に起因すると考えられた．また，J.curcasは乾燥ストレスに耐性がある（Augustus et al., 

2002）という報告はあるものの，J.curcasの種子生産に着目する栽培体系化では、明らかに

土壌水分は多い方が種子生産を多くすることが明らかとなり，今後の乾季期間のタンザニ
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アの温暖化に伴う気象変動に対応した潅水システムを含む栽培体系の確立が急務であると

考えられた． 

本実験で良かった点は，土壌水分ポテンシャルで水分制御を行ったことで，土性が異な

る現地圃場でも同じ最適値として扱えたことである．一方で改善点は，現地での試験設計

でより潅水処理の効果が表れるような潅水処理区の設定にしておくべきであったことであ

る．本試験では，日本の最適土壌体積含水率から上下に5 %ずつ処理区を設けたが，植物体

の樹齢や，蒸発散量が大きい現地の気象環境を考慮して，処理間の含水率の幅をより大き

くとるべきであったと考えられることから，この考察を基にさらなる現地での最適潅水量

の把握あるいは潅水のタイミングの時期の把握等の検討していく必要があると考えられた． 

 また，今回のタンザニア現地ほ場での水管理実験では，灌漑水を川からタンクに汲み，

トラクターで圃場まで運搬して潅水処理行った．現地では，水辺が近い圃場はほとんどが

トウモロコシのような主要作物が栽培されており，灌漑水を自由に使用できる環境ではな

かった．本研究でのJ.curcasのような不耕作地での栽培を目的としている場合は，ウォータ

ーキャッチメント等を用いた集水技術による節水栽培法の検討が有効ではないかと考えら

れた．雨季の時期には一日の降雨量が多くなるため，今回は行えなかった溜め池の試験等

も今後実施する必要性が考えられた． 

 第4章の耐塩性評価の実験では，落葉などの生理的反応から評価を行い，乾物生産のIC50

値ではNaCl潅水54 mMであったが，25 mMでも蒸散量が半減していたことや，14 mM以上で
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光合成速度が低下してきたこと，また落葉というバイオマスの損失に着目すると，25 mMで

も葉中にNaが蓄積され落葉が引き起こったことより，J.curcasは低濃度の塩水潅水でも塩ス

トレスに晒されていることが明らかになった．この結果は，過去のJ.curcasのECi50値と

ST-indexはそれぞれ10.79 dS m－1と11.75 であったという報告（Díaz-López et al., 2012）と，

本実験で明らかにしたNaに対するJ.curcasの落葉時期も考慮に入れたIC50値は54 mM，ECi50

値とST-indexはそれぞれ5.63 dS m－1と 6.23では、両方の値にかなりの開きがあり上記の

Díaz-Lópezらの結果はかなり過剰評価であると推察された．それぞれの研究には，栽培期間，

樹齢および実験方法等が違うため，一概に耐塩性の閾値の妥当性について良し悪しは述べ

ることができないが，実際のほ場では定植時の初期生育から潅水を行う前提で考えれば，

J.curcasのNaに対する耐塩性評価は本研究で供試した幼苗株を用いる方が妥当であると考え

られた．また，J.curcasの耐塩性はグレープフルーツ（ECi50値＝4.59 dS m－1，ST-index＝5.54），

ピーナッツ（ECi50値＝4.61 dS m－1，ST-index＝6.65）またはレモン（ECi50値＝5.54 dS m－1，

ST-index＝6.56)と同程度であった（Steppuhn et al., 2005a）という報告と同じグループに属す

ると推察された．実験では，処理期間中の蒸散量を毎日日の出から日の入りまで，1時間ご

とに重量法により調査を行ったが，結果的に処理間の差が明確に判別できるデータを得る

ことが出来た．また，他の文献にも報告がない，J.curcasの一日の1時間ごとの蒸散量の推移

も明らかにした．蒸散速度などは光合成測定装置により測定することが出来るが，蒸散量

に関しては，今回の方法が有用な手段であると考えられた．以上のことから，本研究によ



136 

 

ってアフリカのサブ・サハル諸国の1つであるタンザニア連合共和国でのトウダイグサ科ナ

ンヨウアブラギリ（Jatropha curcas L.）の栽培体系構築のための基礎的知見を下記のとおり

明らかにした． 

 

1) 最適施肥量：N；50 ~ 250 kg，P；750 ~ 1500 kg，（K；100 ~ 225 kg）．化学肥料を現地

有機資材で代替することによって，化学施肥量を抑えることが出来，なおかつ生育の向

上が望める． 

2)最適土壌水分張力：- 3.4 kPa．ただし，生育ステージ，気象環境により値が変動する可能

性がある． 

3)塩水潅水に対するJ.curcasのIC50値は54 mMであったが，Naの蓄積により低い塩水潅水濃度

でも生育阻害が引き起こされる．出来るだけ潅水中のNa濃度を抑えることが必要である． 

 

今後は，施肥管理に関しては代替施肥技術の確立のために，有機資材施用による種子収

穫量のデータの蓄積が重要であると考えられた．また，水管理に関しては，潅水処理での

種子収穫量のデータの蓄積，ならびに節水栽培技術の検討の必要性があると考えられた．

また，耐塩性評価に関しては，今後，成木の塩ストレス条件下での生理的反応や種子収穫

量への影響を調査することの重要性がある． 
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摘要 

 

本研究は，J.curcas をアフリカの半乾燥地域で経済的，持続的に栽培するための管理方法

を構築することを目的とした．第 2 章では施肥管理について検討を行い，日本での実験で 1 

ha 当たり N；50 ~ 250 kg，P；750 ~ 1500 kg という最適施肥量が明らかになった．この施肥

量を基準として，タンザニア現地圃場で実験を行い，化学肥料を用いた試験では最適施肥

量の 2 倍区が最も種子収穫量を増加させた．一方で，現地有機資材を用いた試験では，剪

定枝および種子殻炭化物において，現行区を上回る収量であった．これらの有機資材の処

理区は，化学肥料のみの 2 倍区よりも収量が多かったため，現地での代替施肥技術による

施肥管理は可能であると考えられた．今後は更なる収量のデータ蓄積が不可欠である．第 3

章の水管理についての検討では，土壌水分ポテンシャル－3.4 kPa が最適土壌水分環境であ

るということが明らかになった．しかし現地試験では，最適土壌水分量である 30 %区より

35 %区で種子収穫量が増加する傾向であった．この結果の違いに関しては，供試植物の生

育ステージの違いや環境要因に起因すると考えられた．第 4 章の耐塩性評価の実験では，

バイオマス生産や落葉などの生理的反応から評価を行い，乾物生産の IC50値では NaCl 潅水

54 mM であったが，25 mM でも蒸散量が半減していたことや，14 mM 以上で光合成速度が

低下してきたこと，また落葉というバイオマスの損失に着目すると，25 mM でも葉中に Na

が蓄積され落葉が引き起こったことより，J.curcas は低濃度の塩水潅水でも塩ストレスに晒
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されていることが明らかになった．乾燥地域での灌漑を利用した水管理栽培では，NaCl 濃

度が低い灌漑水を用いるか，栽培圃場でもできるだけ NaCl が土壌に留まらないように，排

水性の良い土壌や環境を整えることが重要であると考えられた． 

 

This study was aimed to build a management method to cultivate J.curcas 

economically and continuously in African sub dry region. 

In chapter 2, the study of fertilization, we calculated the quantity of most suitable fertilization: N; 

50 ~ 250 kg, P; 75~150kg, (K; 100 ~ 225 kg) per 1 ha. In addition, based on quantity of most 

suitable fertilization, it was cleared that mixture processing with chemical fertilizer and organic 

material promoted the growth of J.curcas. Furthermore, it was possible to reduce quantity of 

chemical fertilizer by using organic fertilizer such as fowl droppings, pruning branch and seed husk. 

In future, it was necessary that the accumulation of the data of the growth and seed harvest on the 

long term. 

In chapter 3, the study of irrigation, basing on growth, water use efficiency and mineral nutrient 

uptake results, we conclude that the best soil water environment for J. curcas cultivation is －3.4 

kPa (volumetric soil water content: 10%). In addition, we cleared that it was important to irrigate in 

dry season. On the other hand, in Tanzania experiment, it was cleared irrigation more than the most 

suitable soil water potential in Japan. In addition, it was important that the establishment of the water 
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management to use effectively the water resource by crossing it and fertilization 

 In chapter 3, the study of salinity tolerance, we investigated the influence that different level NaCl 

irrigation to J.curcas of the initial growth from the viewpoint of photosynthetic rate, quantity of 

transpiration and inorganic change, and it was more than 14 mM, and photosynthetic rate and 

transpiration speed reduced. In Section 2, we evaluated salinity tolerance of J.curcas from the 

growth, inorganic quantity of absorption and fallen leaves. An IC50 level for the NaCl irrigation was 

54 mM. However, Na accumulated in a leaf, and fallen leaves were caused more than 25 mM. 

Therefore, it was important to use low NaCl irrigation water by the irrigation water. 
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