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千葉農試研報（Bull.Chiba Agric .. Exp. Sめ） 21 : 85～91 (1980) 

水稲の障害型冷害に関する調査研究

第3報 深水潅i販の保温効果と冷害回避に必要な湛水深

渡部富男・武市義雄

I 緒 言

穂ばらみ期の冷温による障害不稔を軽減する対策には，

応急的な方法として深水潅減法が広〈知られており，ま

たこれに関連した報告も多い。しかし深水潅i既による水

稲の保温効果，とくに水面上にある水稲の保温効果につ

いて詳細に検討した報告は少ない。深水港慨を実施する

場合に重要なことは障害不稔を軽減し得る有効な‘湛水深

はどの位かということである。このことについて，酒井7)

は12～15佃，西山ら6）は21αn，小林4）は17～20仰として

いる。一方藤原1）は水面上かなり高い位置まで水温によ

る唾問の昇温効果を認めている。したがって前出の研究

者らが報告している穫の水深にする必要はないことにな

り，酒井も前述の報告ののなかで水面上の昇温効果をあ

る程度予想している。

いずれにしても水面上の保温効果の有無あるいは程度

によって障害不稔を軽減し得る有効な溢水深は大きく異

なるはずであるから，本報告ではこの点について天候条

件などとの関連を明らかにしようとした。また千葉県に

おいて冷温による障害不稔発生の可能性が高い“ハヤヒ

カリ”，“ホウネンワセ”の早生品種別について，危険期

にある幼穂の地上高を測定し必要な港水深を求めようと

した。

本研究は1977年～’78年の2ヶ年間実施し，’77年には

地温・水温・畦間気温と気温・風速・天気との関連を，

’78年には水温・水面上の稲体温度と気温との関連および

必要な湛水深について検討した。その結果若干の知見を

得たので報告する。

本研究を行なうに当たり，稲｛卒の温度測定について御

教示を頂いた農林水産省農業技術研究所物理統計部調査

科作物調査研突室棟方研室長，有益な御助言を項いた同

研究所生理遺伝部生理第1科生理第5研究室長太田保夫

樽士に謝意を表する。

i主）本稿の要旨は作物学会， 1978年春季大会， 1979年春季大

会において発表。

II 材料および方法

｛共試圏場の中央部3m四方を5咽掘り下げ，国場全体

を5cmに湛水した場合に水深がlOcmになるように深水潅

i既区を設け，周囲の水深5cmの部分は浅水準概区とした。

’77年は両区の地面下5仰の地温，水面下5,lOcmの水温

(lOcmは深水潅減区のみ），水面上， 10,15αnの畦閣気温，

水面上150cmの気温を白金抵抗自記温度計で，風速は水

面上200cmの位置で、風車型自記風向風速計を用いて測定

しな。

’78年は調査を深水潅i低区のみで実施し，地面下5cmの地

温，水面下5佃の水温，水面上l, 3, 5, 7, 9cmの

畦間気温，水面上l, 3, 5cmの稲体温度を測定した。

稲体温度はそれぞれの位置の秤内温度とし，鋼←コンス

タンタン熱電対式自記温度計を使用し，外気温の影響を

排除するため産径 1mmの熱電対を稗内に2cm埋め込む方

法で測定した。その他の温度および風速は前年と同様の

方法で測定した。なお調査に供した圃場には両年とも“ホ

ウネンワセ”を植付け，標準施肥量で栽培した。

必要な湛水深を求めるための幼穏の地上高の測定には，

“ハヤヒカリペ稚苗，成苗移植），“ホウネンワセペ成首移

植）の標準栽培したものを供した。出穏期前12日前後か

ら，隔日にそれぞれ3株をランダムに抜き取り，すべて

の穂について葉耳間長を計測した。なお葉耳関長は低温

による不稔発生の危険期を知るためのすぐれた方法とし

て利用され，葉耳関長Ocmを中，bとした時期が最も冷温

感受性の高い時期とされているの。そごで棄耳関長が－

lOcmから＋ 6cmまでの幼穂を危険期幼穂とみなし，これ

らの幼穂について穂首および穂、の先端までの地上高を測

定した。

m 結果および考察

1.深水潅海の保温効果

’77年の調査から浅水潅概区，深水潅瓶区の地温，水温，

畦問気温の測定値の低温期間（6月16日～24日）におIt
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第l表 低温期間（ 6月16～24日）の測定温度平均値 （℃） （’ 77年）

気温 水面上5cm 同左 10cm 同左 15cm 水温（水面下5cm} 同左（水面下10叩）地温（地面下5cm} 
温度測定位置一一一 一一一一一一一

水面上
150 cm 浅水区深水区浅水区深水区浅水区深水区浅水区深水区 深水区 浅水区深水区

最高温度 20. 8 21. 9 21. 8 21. 7 21. 8 21. 7 21. 4 22. 0 21. 5 20. 9 20. 8 20. 9 

気混との差 +1.1 +LO +0.9 +LO +o.9 +0.6 +1.2 +o. 7 +0.1 ±0.0 +0.1 

最低温度 14. 6 15. 0 15. 0 14. 9 15. 0 15. 0 14. 7 16. 7 17. 7 18. 8 18.1 19. 5 

気温との差 +o.4 +0.4 +o.3 +o.4 +0.4 +0.1 +2.1 +3.1 +4.2 +3.5 +4.9 

注）この期間，深水潅i既区の生育量は浅水潅i既区よりやや少ない。

第2表 高温期間（ 7月14～23日）の測定温度平均値 （℃） （’77年）

温度測定位置気 温 水面上5cm 同左 10cm 同左 15cm 水温（水面下5cm} 同在（水面下!Ocm} 地温u直面下5cm) 

水15面0c上m 浅水区深水区浅水区附自水区浅水区深水区浅水区深水区 深水区 浅水区深水区

最高温度 30.4 29. 5 29. 0 29. 6 29. 0 30. 2 29. 6 27. 7 25. 8 24. 7 25. 9 23. 9 

気温との差 -0.9 -1.4 0.8 -1.4 -0.2 0. 8 -2.7 -4.6 5. 7 4.5 -6.5 

最低温度 19. 5 20.0 20.1 19. 9 20. l 20. 0 20.1 20. 8 22.4 22. 7 22. 3 23.0 

気温との差 +0.5 +0.6 +0.4 +o.6 +o.s +o.6 +1.3 +2.9 +3.2 +2.8 +3.5 

注）この期間，深水潅i既区，浅水j雀i既区とも生育量はほぼ間程度。

る平均値を第 l表に，高温期間（ 7月14日～23日）にお

ける平均値を第2表に，それぞれ水面上150cmの気温と

比較しながら示した。

第l表において低温期間についてみると，最高気温の

平均値は20.8℃であったのに対し，この期間の水面上5

m および110cmの畦問気温の最高は浅水j皆既区，深水潅i既

区ともに気温より約l℃高かった。しかし水面上15cmの

睦問気温の最高は深水潅概区が気温より 0.6℃しか高く

ならなかったのに対し，浅水潅獄区は気混より 0.9℃高

かった。これは深水潅j既区で浅水潅i既区より稲の生育量

がやや劣っていて，稲による睦聞の被覆効果が少なかっ

たためと考えられる。両区の地温の最高は最高気温と同

程度の上昇にとどまったが，水温は気温より高く睦間気

温に近い値を示し，睦間気温と同ピ理由で浅水潅i既区が

深水j雀j既区より 0.5℃高かった。

この期間の最低気温の平均値は14.6℃とかなりの低温

となった。これに対しI珪間気温の最低は最高と同様な傾

向を示したが，気温より 0.4℃高〈維持されただけであ

った。地温の最低は最低気温に比べ深水潅概区で4.9℃，

浅水潅概区で3.5℃，水温の最低は同じく深水潅減区で

3 .1～4.2℃，浅水潅i既区で2.1℃といずれもかなり高く

維持された。

第2表において高温期間についてみると，最高気温の

平均値は30.4℃であった。この期間の両区の畦間気温，

地温，水温の最高は気温よりいずれも低くなり，低温期

間におけるこれらの関係とは逆の傾向となった。これは

両期間における稲の繁茂程度の大小によると考えられる。

特に深水潅減区における地温，＊温の最高は気温よりそ

れぞれ6.5℃， 4.6～5.7℃も低く，畦間気温の最高は

5, lOcmの位置で気温より 1.4℃低かった。また浅水潅

i既区に比較しでも地温，水温は約2℃，畦間気温は0.5

～0. 6℃fjfかった。

この期間の最低気温の平均値は19.5℃であった。これ

に対しl唾間気温は深水潅概区でか.6℃，浅水潅i既区で、0.4

～0.5℃しか高く維持されなかった。地温，水温は深水

j皆既区でそれぞれ 3.5℃， 2.9～3.2℃， j美水潅i既区で

2.8℃， 1. 3℃気温より高く維持された。

以上のように地温，水温，畦間気温の上昇は稲の生育

量により大きく左右された。また深水潅i~f区にわける水

温の上昇は浅水潅i既区より劣り，稲の生育量が増加する

に伴いその傾向はより顕著となった。一方深水潅慨によ

る地温，水温の維持効果は浅水潅減より高いが，水面上

の時間気温の維持効果はいずれの潅減法もかなり低いこ

とが明らかとなった。したがって水面上の稲の保温効果

はそれ程期待できないものと考えられる。

そこでさらに詳しく検討するため，気象条件別に，特に

低温時間帯にあたる夜間を中心に深水潅減区の水温（水

面下 5cm），畦間気温（水面上 5cm），気温の日変化を第

1図に示した。

第1図の①には天気が曇りで，夜間が無風の気象条件

下での目変化を示した。障害不稔を引き起こす限界温度

は低温の継続時間や稲の耐it'，笠の強弱などによって異な

n
h
U
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① 6月15～16日天気曇り

NE. 3～4鳴

7月8～9日天気晴れ __ r 

20℃ 

15℃ 

SE. 
風向1 3鳴風速←一一E.3～4鳴一一一一一E 0弘一一一N.0～lト→‘

h 、－
④ 7月11～12日天気晴れ

30℃LL- 三 z

25℃ 

25℃ 

20℃ 
風向
風速

時間 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 

第1図 気象条件と深水if主i既区（水深lOcm）の温度の日変化

るが概ね17℃前後10）といわれている。本試験では比較的

耐冷性の弱い品種である“ハヤヒカリペ“ホウネンワセ”

を対照としていることを考慮するとこれより若干高いと

思われる。このような観点から17.5℃以下になった時間

をみると， 6月15日19時～16日6時までの11時間であっ

た。特に16日1時～5時までの4時間は15℃以下になっ

た。これに対し水面上5cmの畦間気温は気温より約1℃

高く推移し， 17.5℃以下になったのは1時間遅い15日20

時であり，その継続時間も気温より 1時間短かった。し

かもこの間畦間気温は15℃以下には下がらなかった。な

わ水温は気温より常に5℃前後高く推移した。

第1図の②には天気が晴れで， 3～4"Ysの北東の風が

吹き続く条件下での日変化を示した。これによると気温

が17.5℃以下になったのは6月20日18時30分～21日6時

30分までの12時間であった。これに対し畦間気温は17.5

℃以下になるのカず20～30分遅れただけで，低温の継続時

間にはほとんど差がなく，かっ温度差もほとんどなく推

移した。このような気象条件下で、は深水潅慨による水面

上の稲の保温効果は期待できない。水温は20臼24時まで

は4～5℃，その後は3℃前後気温より高く推移した。

第1図の③には天気が晴れで，日中から21時頃までは

3～4 m;sの東の風が吹いており，その後は無風状態に

なった条件下での日変化を示した。これによると気温が

17.5℃以下になったのは7月8日20時～9日6時までの

10時間であった。これに対し時間気温は気温より約1時

間遅れて17.5℃以下になったが，逆に日の出による温度

上昇が遅くなり，その継続時間は気温と同じであった。

両者の夜間の温度差I：！：風がR欠いている時は睦間気温が

1℃位高〈推移しているが，風が無くなると畦問気温は

気温より低下が緩慢になり，気温が13℃前後に低下した

9日2～5時には2℃前後高く維持された。また水温は

気温より 6℃前後高く推移した。

第l図の④には天気が晴れで，夜間l～2’うもの弱い北

東の風が吹いて，その後無風状態になった条件下での日

変化を示した。これによると寒冷前線の通過に伴ない気

温は急激に低下し， 22日寺頃には20℃前後となった。これ

に対し畦間気温の温度低下はやや緩慢で， 22時頃には気

温より 1℃前後高〈，その後も風が弱いこともあり1.0～ 

1.5℃高く維持された。水温はこのような気象条件の変化

にはほとんど影響されず＼気温より3.5℃～5.0℃高く維

f寺された。

第1図の⑤には天気が雨で， 0～l＇うもの東の風が吹く

条件下での日変化を示した。これによると 7月17日23時

～18日6時までの8時間は時間気温より 0.5℃前後高く

維持されたにすぎない。このような気象条件下でも水温

は気温より 2℃前後高く保たれた。

以上の結果を総合すると，夜間の水温は気温より常に

高くf呆たれ， 1日中雨という最悪の気象条件下で2℃前

後，晴れで無風条件下では気温の低下が大きいこともあ

り6℃前後高く維持されることから，深水j雀i既による地

温，水温の維持効果は高いといえる。しかし水面上5cm 

の睦間気温は気象条件，とくに嵐の強弱により大きく左

右された。すなわち晴れで無風の夜間は気温より 2℃前後

高く，同じ晴れでも 3～4＇うもの風がある場合は気温とほ

とんど差がなく，また雨の日にもほとんど差がないこと

を認めた。したがって障害不稔の原因となる低温が怜雨

と北東の風を伴うことの多い千葉県においては深水潅j既

により水面上の畦間気温を高く維持する効果は期待でき
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気温 水温

第3表 夜間（ 6 /26～7I1. PM8:00～AM6:00）の平均温度 （℃） （’ 78年）

稲体温度（水面上）t也 7晶 畦間気温（水面上）
温度測定位置

（水面上150cm)（地面下5cm) （水面下5cm) lcm 3cm 5cm 7cm 9cm lcm 3cm 5cm 

平均温度 19.3 21. 7 20. 5 20. 3 20. 0 19. 9 19. 9 20. 4 20. 2 19. 9 

+1.2 +LO 十o.7 +o. 6 +o. 6 + i. i +o. 9 +o. 6 

22.1 

気温との差一 +2.8 +2.4 

度

25 

時間 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 

第2図 深水潅i既区の気温・水温・畦問気温・稲体
温度の推移（1978.6. 26～7. 1の平均）

1 ）成苗・ハヤヒカリ

ないと考えられる。

一方水面上にある水稲の部位はその周囲の畦間気温よ

り水温の影響をより強く受け，深水潅i既による水稲の保

温効果は水面上ある程度の位置までに及ぶという可能性

も否定できない。そこで’78年の調査では深水潅i既区の水

温，暖間気温，稲体温度と気温との関係の日変化を測定

した。

測定期間中，比較的低温となった 6月26日～7月1日

までの5日間の測定結果を第3表と第2図に示した。第

3表には午後8時～午前6時までの平均値を，第2図に

は気温，水温，畦間気温（水面上1, 5 cm），稲体温度

（水面上1, 5 cm）の関係を示した。なわこの期間の天候

は曇りと雨で，夜間の風は2弘前後と比較的弱かった。

第2図の上段で，気温が20℃以下になった20日寺～ 6時

までの間に注目すると，気温に対し水温は2.5℃前後高

〈推移しており，水面上 1cmの稲体温度は0.5℃高く推

移している。第2図の中段，下段によると水面上1cmと

5 cmの畦間気温と稲体温度はほとんど差がなく推移して

おり，水面上の稲体温度は水温の影響を直接には受けす＼

その周囲の畦間気温の影響をより強く受けると考えてよ

い。このことは第3表からも読みとれる。

2）稚苦・ハヤヒカリ

／幼穏割合

地

3, 

上

／ ，，， ， ／ 

ml 

-... 
－ー－－－・－－－ー・・・－－－一一ー・・・・F・・－－－・ー－－

3）成苗・ホウネンワセ
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上段：出穂期前日数 下段：葉耳間長（cm)

第3図 出穂期前回数と幼穂地上高・葉耳関長・危険期幼穂割合

注）危険期幼穏とは危険期穎花を含む幼穏で、葉耳関長一lOcm～＋ 6cmの幼穏とした。
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第4表 障害不稔軽減のための必要湛水深 (cm) 

苗の

種類
品種名

危険期穎花を保温する割合併）

100 90 80 70 60 50 

成苗・ハヤヒカリ 17 16 15 14 13 12 

稚苗・ハヤヒカリ 20 19 18 17 16 15 

成苗・ホウネンワセ 20. 5 19 18. 5 18 16 15 

以上のように深水潅概の水面上の水稲に対する保温効

果はほとんど期待できず＼また前述のように本県では冷

温が風を伴う場合が多いため潅減水の畦間気温に対する

保温効果も期待できない。深水潅i既で障害不稔を回避す

る場合は危険期にあたる幼穏を覆う程度の湛水深にする

必要があるといえる。

2.冷害回避に必要な湛水深

“ハヤヒカリ”の成苗移植，稚苗移植および“ホウネン

ワセ”の成苗移植について，葉耳関長が－lOcm～＋ 6cm

までの危険期にあたる幼穂の全幼穂に占める割合，葉耳

関長，地面から穂首および穂の先端までの高さの推移を

第3図に示した。これによると危険期の穎花を含む幼穂

の割合（以下危険期幼穂割合と記す）が最も高い値を示

す時期は“ハヤヒカリペ“ホウネンワセ”いずれも出穏期

前8目前後となっており，しかもその時期の葉耳間長の

平均値はほぼ0cmとなっている。

ところで深水潅減で障害不稔を回避するためには，前

述したように幼穂を覆う程度の深さに滋水する必要があ

るため，危険期幼穂割合が最も高く，かつ葉耳関長が0

cmになっている時点の幼穂が地面よりどの位の位置にあ

るかを検討すれば必要な水深の概略の値が明らかになる。

このような観点から成苗移植をした“ハヤヒカリ”につ

いてみると，幼穂長は約14cmで，穂首の地上高は 6cm,

穂の先端は20仰である。ところが葉耳関長と危険期穎花

割合を検討した報告8）によると，葉耳関長0cmの場合，

品種間差はあるが約80%が危険期穎花である。しかも穂

における穎花の着生位置別による花粉の発育時期の調査

報告3,5）によると，ほぼ穂の先端から花粉の発育が進行

していると考えてよい。これらを考慮するとこの時期の

穂の先端約20%はすでに危険期をすぎていると考えられ

る。したがって危険期穎花は穂首から14×0.8 =11. 2cm 

までのところに位置する。これは地面から 6～17仰の高

さになる。故に必要な湛水深は17cmとなる。同様にして

稚苗移植をした“ハヤヒカリ”は約20cm，成苗移植をし

た“ホウネンワセ”は約20.5cmになる。このように 100% 

の穎花を保護するためには20cm前後の湛水深にする必要

があり，実際問題としてこれ程の潜水深にすることは現
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場の圃場では不可能である。そこである程度の危険率を

考慮した潜水深を第4表に示した。

80%の危険期穎花を保護する際でも， 15～18cmの水深

が必要で、ある。これでもかなり困難が伴うことが予想さ

れるので，肥培管理や水管理あるいは薬剤処理などによ

りこの時期の節間伸長を出来るだけ抑え，危険期幼穂の

地上高を低くする必要がある。

N 要 約

穂、ばらみ期の冷温による障害不稔を軽減するために応

急的な対策として行なわれる深水潅減法について，保温

効果および障害不稔を回避するに必要な湛水深を検討し

次の結果を得た。

1.深水潅i既を行なうことにより地温，水温の最低温度

は気象条件の如何にかかわらず，気温より 3℃前後高く

保たれた。一方水面上の睦間気温は気象条件，特に風の

強弱によって大きく影響され，水面上5cmの畦間気温は

晴れや曇りで2’%以下の弱風ないし無風状態の夜間の場

合気温より l～ 2℃高く保たれた。しかし雨や3～ 4"Ys 

以上の風が、吹く夜間は気温とほとんど差がなかった。ま

た水面上の稲体温度は水温より睦間気温の影響をより強

く受け，夜間は周囲の畦間気温とほぼ同様の推移を示し

た。したがって冷雨や3～ 4私以上の風がある場合水面

上の水稲に対する深水潅i既の保温効果はない。

2.千葉県にわいては障害不稔の原因となる冷温は冷雨

と北東の風を伴うことが多いため， j餐i既水による水面上

の保温効果はほとんど期待できない。したがって深水潅

減法で障害不稔を回避するためには危険期穎花を覆う程

度の湛水深にする必要がある。

3.千葉県で障害不稔の発生が問題となる“ハヤヒカリ：’

“ホウネンワセ”の冷温感受性期にある幼穂の地上高か

ら，障害不稔を回避するに必要な湛水深を求めた。危険

期穎花を 100%覆うには，成苗移植をした“ハヤヒカリ”

では17cm，成苗移植をした“ホウネンワセ”では20.5cm, 

80%覆うとすればそれぞれ15cm,18. 5cmの湛水深を必要

とする。稚苗移植をした“ハヤヒカリ”の場合は成苗移

植よりさらに 3cm深くする必要がある。
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Studies on the Cool-Summer-Damage Due to Floral Impotency 

III. Effects of deep water-logging for keeping warmth and effective 

water depth for protecting rice panicles from sterility 

caused by cool temperature during the booting stage 

Tomio WATANABE and Yoshio TAKEICHI 

Summary 

The present studies were carried out to determine the effects of deep water-logging, which is one of 

the most effective countermeasures against the sterility induced by cool temperature at the booting 

stage, for keeping warmth and the water depth necessary for protecting susceptible spikelets from 

sterility caused by cool temperature. 

The results obtained are as follows: 

I. Under any weather conditions, deep water-logging kept the underground and water temperature 

about 3°C warmer than air temperature. But its effect for maintaining between-the-row air temperature 

was changed by weather conditions, especially the strength of wind: At night, between-the-row air 
。

temperature at 5 cm above surface of water was kept from I to 2 C warmer than the air temperature 

under calm and fair or cloudy weather. But under more than 3～4m/s windy or rainy weather conditions, 

it is almost the same to the air temperature. Then, the rice stem temperature was more affected by the 

between-the-row air temperature at the鈎meposition than by the water temperature below, and was 

s泊1il紅 tothe between-the-row air temperature. Therefore we cannot expect that deep water-logging 

keeps the rice stem, irbove the water surface, temperature warmth under rainy conditions or during more 

than 3～4m/s windy weather. 

2. In Chiba Prefecture, as the cool temperature which causes cool-summer-damage is frequently 

accompanied by cool rain and northeast wind, we cannot expect that deep water-logging maintains a 

higher temperature of the rice stem above the surface of water. Therefore the water depth must be equal 

to or more than the height of susceptible spikelets above ground to protect against cool-summer-damage. 

- 90 



渡辺・武市：水稲の障害型冷害に関する調査研究（第 3報）

3. In Chiba Prefecture, cool-summer-damage is frequent in the Hayahikari and Honenwase 

varieties, and so we determined the effective water depth for these varieties in protecting rice panicles 

from sterility caused by cool temperature during the booting stage by measuring the height of young 

panicles above ground. The water depth, in the transplanting culture of complete growing-stage rice 

seedlings, covering for about 100% of the cool-susceptible spikelets is 17 cm for Hayahikari, 20.5 cm for 

HOnenwase and the covering for about 80% of that is 15 cm and 18.5 cm respectively. At Hayahikari in 

the transplanting culture of young growing-stage rice seedlings, the required water depth is 3 cm deeper 

than that in the transplanting culture of complete growing-stage rice seedlings. 
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