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千葉農試研報（Bull.Chiba Agric. Exq. Stn.) 20・139～146(1979) 

水稲箱育苗における播種貯蔵に関する研究

武市義雄・山岸 jぎ・渡部富男・小山 豊

I 緒言

近年，田植作業の機械化は全国的に急テンポで進み，

千葉県においても田植機による植付面積は， 1978年には

水稲作付面積の80%を超えるに至り，稲作作業の省力化

に大きな貢献をしている。

ところで，田植機用首の育首は，一部には育苗施設へ

の委託があるがその割合は少なし大部分は農家個々に

よって行われているのが現状である。この育苗箱の床土

詰めから播種に至る一連の作業は，野菜作など他部門と

の複合経営では，時期的に労力が競合する場合が多く見

受けられる。また，稲専作で経営規模の大きい農家，最

近増加しつつある経営受託農家などでは，育苗箱の土詰

め作業を 2～ 3月の農閑期に行なって，採種時の労力分

散を計っている事例が多くなっている。この農閑期を利

用し，土詰めだけでなく播種まで行なってこれを貯蔵し

ておき，必要な時期に出芽させ育苗することができれl;f,

播種時の労力軽減により貢献できることになる。

本研究はこのような意図の下に’75年より着手し，実用

化の見通し 5）が得られたので報告する。

II 試験方法および結果

試験 I.種籾の予措

播種後一定期間貯蔵するためには，播種した種籾がそ

の期間出芽することなししかも，土壌に水分と温度を

与えた場合直ちに出芽してこなければならない。山田ら6)

は，水稲種子を鳩胸程度に催芽させた後，直ちに風乾す

るか，或いは催芽させた種子を5～10℃の低温下に数日間

浸漬した状態に保った後風乾すると，無処理種子に比し

て発芽が顕著に促進されることを認めている。また，武

市4）は，湛水直播栽培において，催芽種子の乾燥処理お

よび低温ー乾燥処理が発芽を安定，促進する手段として

有効で、あることを認めている。このようなことから，播

種貯蔵に使用する種籾として催芽，乾燥処理した種籾の

利用の可能性について検討した。

(1) 材料および方法

＊ 現高知県農事試験場栽培技術科

トヨニシキを供試し， f崖芽後10日間陰干しした催芽乾

燥処理籾と，普通の催芽籾および乾籾を’75年3月17日に

播種し， 32℃の電熱育苗器内で出芽させ，出芽状態およ

びその後の生育を調査した。催芽乾燥処理籾は， 5日間

水に浸漬し，種子消毒後32℃定温器内で18時間鳩胸程度

に催芽したものを，金網を張った乾燥枠に平らに広げ，

日陰で乾燥させたものを用いた。床土は洪積火山灰土を

用い，箱当たり硫安8g，過石10g，塩加 3gおよびタ

チ方、レン粉剤 6gを施用した。播種量は各区乾籾換算で

箱当たり 200gとした。

(2) 結果および考察

播種時の籾水分は，｛雀芽籾28.5%，催芽乾燥籾14.8%,

乾籾15.0%であった。出芽状態および播種10日後の首の

生育程度は第 1表のとおりである。播種後出芽そろいま

で日数は，｛雀芽籾2日に対し，催芽乾燥処理籾は 3日，

乾籾では 4日間を要し，とくに乾籾は出芽が著しく不ぞ

ろいであった。出芽歩合は各区ほとんど差が認められな

かった。地上部の生育をみると，草丈は催芽籾区が14.5

cmて、最も高〈，催芽乾燥籾区がこれに次ぎ，乾籾区は約

9 cmで最も低かった。変動係数も催芽乾燥籾区および乾

籾区で大きかった。葉令は催芽籾区および催芽乾燥籾区

は2.0葉で差がなかったが，乾籾区は1.5葉と小さしま

た変動係数も著しく大きかった。草丈 6cm以下の苗をく

ず首とし，その歩合を求めると，催芽籾区約 5%に対し，

催芽乾燥籾区11%，乾籾区34%であった。

第1表催芽乾燥籾の出芽，苗の生育（’75)

項目 播種後出芽そ出芽 〈ず苦
試験区＼＼ ろいまで日数歩合草丈 CV 葉令 CV 歩合

｛雀芽籾

乾籾

｛崖芽乾燥籾

日%cm %葉%% 
2 94 14.5 7.2 2.0 3.0 4.6 

4 93 9.1 18.0 1.5 23.4 34.0 

3 93 12.6 14.6 2.0 3.0 11.2 

このように，催芽乾燥籾や乾籾播種における苗ぞろい

の不良は，高橋3）が発芽過程における吸水様式てー明らか

にしているように，籾の吸水に時間を要することが原因

であり，育苗箱に播種貯蔵することを考える場合，電熱

育苗器に搬入する 1～ 2日前に十分濯水し，吸水させる

必要のあることを認めた。
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試験2.貯蔵時の土壌水分が催芽乾燥籾の出芽カに及

lます影響

催芽乾燥i慨を播種した場合における土壌水分と，種籾

の出芽力の関連を明らかにしようとした。

(1) 材料および方法

トヨニシキを供試し，’75年3月15日に32℃定温器内で

催芽した後， 3日間乾燥処理をし， 3月19日に床土水

分10%（対乾土，以下同様）および40%に調整した育苗

箱に播種した。播穫後はストラミッドハウス内に積み重

ねて貯蔵した。貯蔵期間は10・20・40・80日間とし，試

験 lの結果から，電熱育苗器に搬入する24時間前に十分

に潅水した。土壌は洪積火山灰壌土を用い，肥料，農薬

は試験 1と同様に施用した。土壌水分10%区はガラス室

内で風乾し，所定の水分になったものを用い， 40%区は

肥料を混和する前に濯水し，所定の水分となるよう調節

した。なお，対照として催芽籾を播種し，直ちに電熱育

苗器内に搬入する区（標準区）を設け，催芽乾燥籾との

比較を行なった。
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第1図 試験期間中の気象条件，貯

蔵後の土壌水分と籾水分の

変化および出芽歩合（’75)

60 

育首は，各区とも32℃の育首器内で2日間出芽させた

後，貯蔵日数40日区まではヒ、ニールハウス内で， 80日区

は露地で緑化および硬化を行なった。また，病害の発生

が懸念されたので，緑化開始時にタコニール水和剤 500

倍液を箱当たり 0.5£宛散布した。なお，一部無散布区を

設け比較を行なった。

(2) 結果および考察

播種時の催芽乾燥籾の水分は14.9%，床土の水分は10

%区11.0%, 40%区37.5%で，おおむね所定どおりであ

った。試験期間中の気象条件，貯蔵期間中の土壌水分，

籾水分および出芽歩合の変化を第 l図に示した。

床土の水分についてみると， 10%区は貯蔵後40日間は

ほぼ13%を保ったが，その後吸湿甚しし 80日後には約

24%となった。また， 40%区は逆に貯蔵後土壌水分は減

少し， 40日後には31.5%,80日後には33.5%となった。

籾水分は，土壌水分10%区では貯蔵後40日間は貯蔵開

始時と大差なかったが，土壌水分の増加とともに吸水が

行われ， 80日後には19.4%となった。また， 40%区では

播種後直ちに吸水が行われ，籾水分は24～25%となった。

貯蔵後の出芽歩合の推移をみると，貯蔵後20日以後急

激に出芽歩合の低下がみられ，土壌水分40%区で、低下の

程度が大きかった。 40%区の出芽歩合の低下は，貯蔵後

20日以降，温度の上昇に伴って出芽し始め，出芽個体は

積み重ねのため枯死したこと，さらにカビが発生したこ

とによる。なお，土壌水分10%区て”は，貯蔵40日後まで

は出芽歩合の低下が小きかったが， 80日後においては，

土壌水分が増加したため， 40%区と同様出芽後枯死する

個体が多く，出芽歩合は50%に低下した。

試験3 貯蔵期間中の土壌水分

試験 2の結果から，貯蔵日数20日までは土壌水分の高

低に関係なく出芽歩合は高いが，貯蔵日数40日以上では

土壌水分が高いと出芽歩合が著しく低下することが認め

られた。このことから，貯蔵時の土壌水分と貯蔵期間と

の関係をさらに究明しようとした。

(1) 材料および方法

播種貯蔵時の土壌水分を10, 20, 30, 40%の4段階，

貯蔵期間は試験 2と同じく 10, 20, 40, 80日間とし，育

苗器に搬入する時期を一定とした。育首器への搬入時期

は’76年 1月10日て1 育苗方法は試験 2と同様とした。

(2) 結果および考察

貯蔵前後における土壌水分，籾水分の変化は第 2表に

示したとおりである。播種時の土壌水分は40日貯蔵区が

設計よりやや高かった以外は，ほぼ設定どおりであった。

また，籾水分は20日貯蔵区が約12%で低＜. 40日貯蔵区

は約17%て、高かった。貯蔵後の獲水時における土壌なら
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第2表貯蔵前後における土壌水分，
籾水分の変化（’76)

試 験 区 土 壌 水 分 キ耳 7)( 

貯蔵 土壌

日数 水分
播 種 時 j藻水 時 播種時

日 10 % 12.9 % 13.6 % 15.2 % 

20 21.4 20.4 15.2 
10 

30 28.7 28.4 15.2 

40 39.3 37.6 15.2 

10 9.8 15.2 11. 9 

20 17.0 25.4 11. 9 
20 

30 29.7 28.5 11.9 

40 38.4 33.4 11. 9 

10 15.7 16.1 17.2 

20 25.8 22.3 17.2 
40 

30 35.0 24.5 17.2 

40 45.4 41. 7 17.2 

10 9.2 22.9 12.7 

20 19.3 25.2 12.7 
80 

30 30.2 27.2 12.7 

40 39.7 30.9 12.7 

びに籾水分は，試験 2の結果とほぼ同様の傾向を示し

fこ。

土壌水分，貯蔵日数と出芽歩合の関係を第 2図に示し

た。出芽歩合は貯蔵期間10日聞の場合，土壌水分に関係

なく 90%以上の出芽歩合を示したが，貯蔵期間が長くな

るほと守土壌水分が高い区て。出芽歩合の低下が大きし 20

日間貯蔵では土壌水分30%まで， 40日間貯蔵では土壌水

分10%で90%以上の出芽歩合を示した。

このことから，土壌水分10%程度では40日間，土壌水

分20-30%では20日間，土壌水分40%て、は10日聞の貯蔵

が可能でRあるといえる。

試験4.催芽乾燥籾の出芽力と貯蔵温度との関係

f雀芽乾燥籾を床土に播種して貯蔵した場合，その出芽

力が貯蔵温度によってどう影響するかを明らかにしよう

とした。

(1) 材料および方法

トヨニシキを供試し，’76年 l月28日催芽後室内で乾燥

し， 2月5日風乾土を詰めた中型シャーレに100粒宛播種

し， 20℃および30℃の定温器内に入れ，時期別にとり出

して出芽歩合を調査した。なお，定温器内は土壌および

籾が乾燥し過ぎないように調整した。定温器内の相対湿

度は20℃区62%, 30℃区66%であった。

分

潅水時
100 

10.7 % 
出 80

11.5 

芽18.7 
60 ぐ＼ 、と、。

22.0 歩

11.0 
合 40

土壌水分

←－10% 
15.3 o----o 20% 

% 
＼＼ム21.2 ） 

20 fr------"' 30% 

~ 24.9 
×－－x 40% 

14.8 。
20 40 60 80 

21.1 

23.8 見守 蔵 日 数（日）

27.4 

14.3 第2図土壌水分，貯蔵日数と

16.0 出芽歩合 （’76) 

21.8 注）標準育苗の出芽歩合94.8%

22.5 

(2) 結果および考察

播種時の籾水分は15.9%，土壌水分15.1%であった。

貯蔵後の土壌水分および籾水分の変化は第 3表のとおり

である。土壌水分は貯蔵後吸湿し， 15日後には 3～ 4%

増加した。籾水分は土壌水分とは逆に減少し， 25日後に

は20℃区13.7%, 30℃区では13.2%となった。

時期別の出芽歩合の変化を第 3図に示した。出芽歩合

は貯蔵温度によって異なり， 20℃区では25日でも92%と

高いが， 30℃区では10日後以降急激に低下し， 25日後に

はわずか12%となった。このことから，播種した育苗箱

は20℃以下の冷涼なところに貯蔵する必要があると考え

られる。

試験5.播種時における籾水分と出芽の関係

試験 3の結果から，土壌水分が20%以下であれば， 40

第3表貯蔵後の土壌および籾水分の変化（’76)

水分温度
貯蔵後日数（日）

。 5 10 15 25 

15.1% 15.6 16.5 18.2 16.4 
土壌

30 15.1 16.3 17.9 18.8 16.2 

15.9 14.8 14.7 14.8 13.7 

30 15.9 13.8 14.5 14.5 13.2 
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貯蔵期間中の籾および

土壌水分の変化（’76)

第4表

土壌水分籾水分試験区
出

貯蔵後

12.0% 

11.9 

12.8 

11.0 

13.1 

12.8 

12.7 

12.9 

13.8 

播種目寺貯蔵後

15.9% 

10.8 

15.1 

12.0% 

11.6 

12.6 

10.5 

10.8 

10.8 

11.8 

11.8 

12.3 

播種時

13.4% 

18.4 

23.8 

11.0 

18.0 

22.5 

9.3 

12.1 

19.2 
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日間は貯蔵可能であることが認められたので，土壌水分

を20%以下とし，播種時の籾水分をかえて貯蔵し，貯蔵

後の籾水分，土壌水分の変化と出芽の関係を明らかにし

ようとした。

(1) 材料および方法

貯蔵期間は40日， 20日および10日とし， 40日区は’76

年 2月28日， 20日区は 3月19日， 10日区は 3月30日に催

芽し，その後水分を20%, 15%, 10%となるように30℃，

20℃の通風乾燥機内および室内で乾燥した後，それぞれ

3月3日， 3月23日， 4月2日に播種し，所定の期間ス

トラミッドハウス内に貯蔵した。供試土壌は洪積火山灰

壌土で，肥料は試験lと同様とし，農薬はタチyゲレン粉

剤6gのほかにダコニール粉剤20gを施用した。育苗器

搬入の前日 4月12日に箱当たり 1Qの水を濯水し， 4月

13日に再度潅水した後， 32℃の育首器内で出芽させた。

出芽後の管理は標準法によった。

(2) 結果および考察

貯蔵期間中の籾および土壌水分を第4表に示した。一

般に籾水分は土壌水分の影響を受け，籾水分が土壌水分

より高い場合は籾水分が土壌に吸収され，各区とも最終

的にはおおむね一定となった。

籾水分，貯蔵日数と出芽歩合の関係を第4図に示した。

出芽歩合は20日貯蔵区および40日貯蔵区の籾水分10%の

場合に低かったほかはaいずれも標準区と大差なかった。

出芽歩合の低い区についてその原因を探ってみると，そ

れらの聞には共通点が認められる。すなわち，播種時の

籾水分が低すぎる場合（40日貯蔵，籾水分9.3%），およ

び土壌水分が低すぎて籾水分が急激に低下した場合（20

日貯蔵，土壌水分10.8%）に出芽率の低下が大きい。

このことから，前項の試験結果とも併せ考慮すると，
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貯蔵温度・回数と出芽歩合（’76)第 3図

籾水分・貯蔵日数と

出芽歩合 （’76) 

貯蔵時の土壌水分は15～20%程度，籾水分も15～20%程

度とし，なるべく乾燥しないところに貯蔵する必要があ

ることが認められた。

試験6.貯蔵時に発生する土壌細菌病の対策

貯蔵期間中，積み重ね貯蔵や多湿の条件下では， リゾ

プス菌やトリコデルマ菌ーなどの発生が著しくなり，出芽

歩合が顕著に低下することが多い。そこで，これら細菌

に有効とされる薬剤2）について，その殺菌効果を処理方
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（’77) 成構区第 5表 の験試

間（日）期蔵llr 法方理名・処斉。薬

目
項

ダコニール粉剤

j昆和処理

ベンレート T水和剤タチガレン粉剤

混和処

区 20 

B 常

T + B 常

T + B 粉

T + B j昆

T 十 D j昆

0
0
0
0
0
 

10 

0
0
0
0
0
 

。
0
0
0
0
0
 

1昆平日粉衣

。

常法。。
理

0
0
0
0
 

名

。

電熱育苗器内で積み重ねて出芽させた。出芽後の管理は

標準法に従い， 4反覆で試験を行なった。

(2) 結果および考察

種子，土壌消毒の処理方法と権病程度，出芽歩合の結

果を第 7表に示した。

潜水時の10日貯蔵区では，ベンレート T常法区，タチ

ガレン粉剤＋ベンレート T常法区，タチガレン粉剤＋ベ

ンレート T水和剤の同時混和処理に， 20日貯蔵区では前

記処理区のほかタチがレン粉剤＋ダコニール粉剤の混和

処理区にリゾプス菌やトリコテールマ菌の発生がみられ，

発生の程度は貯蔵期聞が長いほど大きかった。しかし，

タチ方、レン粉剤＋ベンレート T水和剤の種子粉衣処理区

は，いずれの場合にも菌の発生がみられなかった。

出芽10日後の擢病率も潅水時と同様の傾向がみられ，

ベンレート T水利剤の種子粉衣処理区には全く発病が認

められず，出芽歩合も当日播種と全く差が認められなか

った。なお，擢病籾歩合は，濯水時と出芽10日後でほと

んど差がないが，これは肉眼で識別し得るもののみを対

象としたものであり，潅水時にかなりの菌層が形成され

ていたことから，未出芽籾のほとんどは擢病していたも

のとみてよい。その後の首の生育に対しては，各処理区

とも薬害は認められなかった。

試験7.播種貯蔵した蓄の生育

試験6の結果から，ベンレート T水和剤の種子粉衣処

理は， リゾプス菌など土壌細菌に対して極めて高い殺菌

効果を示し，従来これら土壌細菌の発生を抑えるため，

低水分土壌の使用が必要であったが，この結果から播種

。

播種，濯水時の土壌，籾水分（’77)第6表

分

濯水時

水籾

播種目寺

土壌水分

播種時 i産水時

項
目

貯蔵期間

22.5% 

21.8 

13.8% 

16.9 

32.4% 

31.9 

35.4% 

36.9 

日

日

1 0 

2 0 

法をかえて検討した。

(1）材料および方法

供試した薬剤と処理方法は第 5表のとおりである。ベ

ンレート T水和剤の処理法は，常法については 200倍液

24時間浸i責処理とし，粉衣処理は，乾燥籾重量の0.5%の

ベンレート T水和剤を催芽直後の湿った籾に粉衣した。

また，混和処理区の各薬剤の箱当たり処理量は，タチカ”

レン粉剤，ベンレート T水和剤はそれぞれ 6g （製品量，

以下同じ），夕、コニール粉剤は20gとし，播種時に肥料と

同時に全層混和した。

供試品種はトヨニシキ，貯蔵期間は 0' 10, 20日聞の

3段階とし， 20日貯蔵区は 3月17日， 10日貯蔵区は 3月

27日鳩胸程度の催芽籾を室内で24時間乾燥した後， 3月

18日および3月28日に播種し，所定の期間ストラミッド

ハウス内に積み重ね貯蔵した。供試土壌は洪積火山灰壌

土で，前述のように主として薬剤の殺菌効果をみること

をねらいとしたので，菌の発生しやすい条件を与えるた

め，第 6表に示すような高水分土壌を用いた。肥料は箱

当たり ie宛潅水し， 4月9日再度潅水した後， 32℃の

i差水時.4月7日注）
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第8表播種貯蔵後の出 芽と 首の 生育 （’78)

試－－－－－－－－験～～区～1～1 ～、～1～項1 ～＼目 歩出合芽 成歩合苗 ＋草十ム丈九 CV 葉第鞘一高 CV 葉令 CV 根数 CV 乾物重 ／乾／正物草ど宅寸で／ 

% % cm % 

｛雀芽籾・ベンレート T常法 96.9 93.3 13.8 6.4 

催芽乾燥籾・ベンレート T常法 96.0 89.6 12.4 7.4 

催芽乾燥籾・ベンレート T粉衣 96.2 96.2 12.6 7.4 

時の土壌水分に対してはさほど神経を使う必要はないと

考えられるに至った。そこで，現在までの試験結果をも

とにして，催芽乾燥籾を播種貯蔵し，その後の苗の生育

を調査した。

(1) 材料およぴ方法

品種はトヨニシキを用い，’78年2月21日浸種し， 2月

28日鳩胸程度に催芽後3日間陰干しにした。育苗箱には，

箱当たり箱育苗専用複合肥料（ 4-8 －~） 40g，タチ

ガレン粉剤 6g，ダコニール粉剤25gを同時土壌混和施

用し， 3月4日箱当たり乾籾換算180gを播種し，ストラ

ミッドハウス内に積み重ね貯蔵した。なお，ベンレート

T水和剤の常法および粉衣処理法は試験6の方法に準じ

て行なった。播種時の催芽乾燥籾の籾水分21.8%，土壌

水分は24.5%であった。貯蔵日数は30日間とし， 4月3

日に育首器に搬入した。

(2）結果および、考察

播種貯蔵後の出芽歩合，成苗歩合ならびに育首期間20

日後の首の生育を第 8表に示した。催芽籾・ベンレート

T常法の標準育首法に比べ，催芽乾燥籾・ベンレート T

常法，催芽乾燥籾・ベンレート T粉衣区は出芽率はほぼ

同様，成苗歩合は催芽乾燥籾・ベンレート T常法区はや

や劣り，催芽乾燥籾・ベンレート T粉衣区ではやや高か

った。苗の生育は，草丈がやや短いほかは標準育苗によ

るものとほとんど変らず，実用上問題のない苗が得られ

ることを確認した。

III 総 括

機械移植栽培における播種時の労力競合を回避，軽減

するために，箱育苗の播種貯蔵法について，’75年から催

芽乾燥籾の利用，貯蔵時の土壌水分，籾水分および温度

と貯蔵性との関係，土壌細菌病の防除法について検討し

てきた。

土壌水分との関係についてみると， 10%程度の土壌水

分では約40日間， 20～30%で20日間， 30～40%では10日

間の貯蔵が可能であり，高水分土壌での出芽歩合の低下

は，主としてリゾプス菌など土壌細菌の発生に起因して

cm % 葉 % 本 % mg／本

3.8 6.8 2.1 4.6 7.3 17.7 11.8 0.86 

3.2 7.8 2.2 7.6 8.0 19.0 11. 5 0.93 

3.2 7.2 2.2 6.8 7.9 17.0 11.2 0.89 

いfこ。

低水分土壌で，比較的乾燥し温度変化の少ないところ

に貯蔵した場合，長期間貯蔵が可能でRあるが，一方では

籾水分を低下させ，籾水分が15%以下になると出芽歩合

の低下が大であった。また，貯蔵条件が湿潤な条件（湿

度の高い場所での貯蔵あるいは多雨条件）では，土壌や

籾が吸湿し，リゾプス菌などの発生を助長し，出芽率の

低下をもたらすことが観察された。このように，催芽乾

燥籾の播種貯蔵には不安定要素が多く，出芽の安定化を

はかる必要があった。

そのーっとして，土壌細菌対策があり， 2・3の薬剤につい

て処理法の検討を行った結果，催芽直後の湿った籾に

ベンレート T水和剤を粉衣し，乾燥後播種する方法が殺

菌効果が極めて高〈，高土壌水分条件下で20日間貯蔵し

でも，出芽歩合は通常の播種様式の場合と全〈差が無く，

水稲に対しでも薬害のないことが明らかとなった。

貯蔵温度についてみると，貯蔵温度が20℃以上では種

籾の出芽カが落ち，重量苗率も低下することから，播種し

た育苗箱は20℃以下の温度変化の少ない冷涼なところに

貯蔵する必要があることが明らかとなった。またこのよ

うにして得られた苗の生育は，従来の標準育苗した苗と

ほとんど変らない素質のものが得られることが認められ

fこ。

最近，樋渡ら 1）が主として育首施設の効率的利用を計

る目的で，硬化または緑化を終了した苗を10℃で低温貯

蔵し，連続照明下で10日間保存し得ることを明らかにし

ている。しかし，この方法では低温，照明装置を必要と

するほか，積み重ねが不可能なため，ある程度の床面積

が必要となり，播種時の労力競合軽減の視点からは，個

々の農家がすぐに取入れるには問題があると考えられ

る。

N t商 要

催芽乾燥籾利用による育首箱の播種貯蔵法について検

討した結果は次のとおりである。
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1 .催芽の程度は鳩胸程度とする。

2 催芽直後て、籾の湿っているときに，ベンレート T

水和剤を乾籾重量の0.5%粉衣処理する。

3.催芽籾を一旦乾燥させるが，その程度は水分15-

20%の範囲にとどめ，乾燥しすぎないようにする。

4.床土は，籾水分と同程度の15-20%に乾燥したも

のが望ましいが，ベンレート T水和剤の種子粉衣処理を

行えば， 30%前後でもよい。なお，タチカ、レン粉剤，ダ

コニール粉剤は普通の育苗の場合と同様に，施肥時に土

壌混和する。

5.播種した育首箱は積み重ね貯蔵でよく，貯蔵場所

は温度や湿度変化が少なし 20℃以下の冷涼なところが

望ましい。

6 芽出しにあたっては，前日ないし前々日にあらか

じめ濯水し，床土，籾に十分吸水させておくことが必要

である。

7.爾後の育苗管理は普通の育苗法に準じて行なう。

8.貯蔵期間は気温，床土の水分などで異なるが，平

均気温が20℃以下で，床土水分が30%以下なら， 30日前

後は可能である。

9 播種貯蔵して得られた苗の素質は，普通の育苗法

によって得られた首と同等である。
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Studies on”Seeded-Box Storage Method" 
in Rice Seedling-Raising in Box 

YoshioTAKE1cm,Atsushi YAMAGISHI, Tomio WATANABE 

and Yutaka KOYAMA 

Summary 

百iisstudies were carried out to make clear the necessary care to be taken and problems 

encountered on applying the seeded-box storage method. 

By the way, this seeded-box storage method is designed a new method in rice seedling-raising in box 

by us in order to avoid the concentration oflabor at the seeding time by storing beforehand the nursery 

boxes in which the g巴rminatedand dehydrated paddies were sown.百iereults are summerized as follows. 

1. The size of the forced sprouts was confined to也eextent of a pigeon breast size. 

2. Immediately after the forced germination when the paddies were moistened as yet, they were 

coated with benlate-T wettable powder (benomyl: 20%, TMTD: 20%) equivalent to 0.5% of the 

dehydrated paddy weight. 

3. 百iegerminated paddies were dried once, but the extent of dehydration was confined to the 

extent of moisture content ranging from 15 to 20%. It is necessary to give careful attention so that the 

paddies might not be dried too much. 

4. The dehydration of the nursery bed soil was desirable to be confined to the s釘neextent with the 

moisture content of paddies, i.e., from 15 to 20%, but in case where the paddies were coated with 

benlate-T wettable powder, the extent of its dehydration might be allowed to be equivalent to around 

30%. 
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In addition, tachigaren dust (3・hydroxy-5・methylisoxazole:4%) and daconil dust (TPN: 4%) were 

required to be mixed with the bed soil at仕iemanuring time, as in the case with the ordinary seedling 

growing practices. 

5. The nursery boxed in which seeds were sown were piled up叩 dstored in the cool place.百四

cool place at temperature of 20°C or lower and not showing so rapid change in temperature and 

moisture was regarded as the desirable storing place. 

6. In order to force the germ血ation,it was required to irrigate on the day before or on the two 

days before so that血enursery bed soil and paddies might absorb the water to the fullest extent. 

7. After sprouting, the seedlings should be grown according to the ordinary seedling growing 

practices. 

8. 百iestoring duration of the seeded-boxes varied according to the air temperature, moisture 

content in the nursery bed soil, etc., but under the condition that the average air temperature was 20°C 

or lower and the moisture content of the nursery bed soil was equivalent to 30% or lower, the storing 

duration of the seeded-boxes could be kept through as long as about 30 days. 

9. The quality of the seedlings grown from the seeded-box storage method was quite similar to 

that of the seedlings grown according to the ordinary seedling growing practices. 
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