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［徳島農試研報地2~1
48～ 55 1985 

がムギの発芽＠生育に及ぼす影響

金磯泰雄；＠酒井勇夫＊

The influence of seed disinfection on the emergence 

and growth of barley and wheat 

Yasuo KANAiso and Isao SAKAI 

ムギ類では黒穂病類，オオムギ斑葉病およびコ

ムギ条王立病など種子伝染性の主主要病害が多い。持

に水銭安認が使用禁止になってからは各地で、上記病

害の発生が顕著になり，代務農薬による種子消毒

の』食言すが急務となった。そこでべンレートTある

いはホーマイ水和剤等を中心に種子消毒試験が実

施され，鈴木ら 12,13, 14），金磯・ ff1木3），池田ら I） 

函久ら15）等がオオムギ斑葉病あるいは黒穂病類に

高い防除効果を1¥！.：！め，現在実用化されている。し

かしこれらの新しい様子消毒剤による処理がムギ

の発芽：等に及ぼす影響についての具体的な報告は

見当たらない。その上鈴木・藤EB13）がベンレート

T水和剤200倍 6～12時間浸漬では発芽等の面で

再検討ゐの必要性を指摘したように，筆者らの試験

においても同様な処理で、は発芽揃いが惑いなど悪

影響を認めた。そこでその原閃を明らかにするた

め処埋種子の土壌への播種を繰り返したところ，

発芽が不揃いになりやすいだけでなく，草丈がや

や低しまた出穂期が一様で、ないなど生育面へも

影響が認められた。さらにその悪影響の発生しや

すい条件を検討したところ，播種時の土壌水分と

密接に関｛系していることを認めた。ムギ、類では生

育期間中に受けた過j俣の害がその後の生育に及ぼ

す影響についての報告は多い2,5, 6, 7, 11) ものの，播

種直後の降雨の影響については少ない。特に発芽

時における薬剤処理種子に対する土壊水分等の影

響についての試障会例は見当たらない。本試験は極

めて大まかな設定ではあるが，薬剤と風呂湯浸処

理並びに土壊＊分が，種子の発芽・生育に及ぼす

影響について若干の知見を得たのでここに報告する。

事現在脇田I地方病寄虫防除所
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ベンレート T＊和剤による浸漬，粉手てあるいは

風呂湯浸処理した二条オオムギおよびコムギの種

子を， lilll場およびポットに設定した種々の水分条

件下で播滋し，消毒処理が発芽，生育に及ぼす影

響を試験した。

薬剤はベンレート T7J<和剤を用いた。 j受漬処理

では寒冷紗でゆるく袋状に包んだ 500gの種子を，

20倍， 200併に調整した薬液10I （液温18℃）中に

所定H~j:間処理した。粉衣処理は乾燥籾重量の 0.5

%の濃度で実施し，湿粉衣では15分間水浸した後

水分をろ紙で吸い取り，処煙に供した。

風，＂＇，？~？受は寒冷紗で同様に包んだ 2 Iの種子を

湯温42℃，水i架50cmの条件下の浴槽に入れ，ブ

タを閉じたまま 9～ 10時間浸漬した。終了時の湯

温は26～ 28℃で， f成日にはプラスチック製の浴槽

(52×73×60cm）をfおいた。

しミず

匂）；こ処理し， ト分陰干しした後試験にあてた。

ただ陰ご子しの影響をみる試験では，当日に薬剤を

処理し，また風呂湯浸は前日の夜から実施して＊

1;!）りだけを行なう区を設定した。

2 品種lこ関する試験（間場）

試験 l：種子消毒が二条オオムギの発芽・生育

に及ぼす影響について，あかぎ，さっき，九州、J,

新田，関東，ふじ，成城，にらさきの 8品積で実

施した。 1979年11月30f]と1980fド12月 1日に播種

し，それぞれ12月25日と26日に発芽率を，また生

育については 1区当り50茎について翠年の 4月3

日と10日に草丈を調査した。種子には 6月に収穫
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した原種用の府'.It選種子を用い，いずれも10a当

り6Iを約3cmの深さに播種した。 2［玄制で1区の

面積はが~ 2 m2とした。肥料には元』巴として481Lh文

50kgと苦土石以 100kg {t-, また追肥にはNK化

成20kg（いずれも10a当り）を施用した。以下の

試験もこれに準じた。

試験2：穏f消毒が二条オオムギとコムギの発

芽・生宵に及ぼす影響について実施した。あかぎ

二条，さっき二条わよびシラサギ、コムギを供試し，

1982年11月24日に播種し， 12月初日に発労：状況を，

また翌年 6月2日に生育を調査した。

3 降雨あるいは絵子しに臨する試験（！ml場）

播種夜後のF不雨が消毒禄子の生育に及ぼす影響

については，さっき二条を1983年11fl30lJ iこ播種

して検討した。降雨処理は播縁日の午後に20田m,

翌12月lFlに40mm, 2日の午前に20酬を如l露l1 lこ

で散水した。生育調査は翌年の 4～6月にかけて

実施した。

種子消毒後の陰干しの有無が初期生育に及ぼす

影響については， 1980年12月1日に 4M，種を播種し，

肉llHによる達観調査を翌年4月13日まで実施した。

なお土壌の合水率は深さ5～15cmの土壊をとり，

90℃で8rl;J開通風乾燥した後重拭の変化を測定し

で算出した。以下の試験もこれに準じた。

4 土機水分lこ関する試験

ガラス室で底がザル状に穴のあいているプラス

チック製ボ y ト（20×30×17cm）を用いて実施し

た。土壌には水田土壌（航壌土）を用い， 1 cm日

で、綴った後民主上を各ポット｛こ入れた。その後さっ

き二条の種子ーを Iポット iこ100粒ず、つ援禄し， 3 

cmの！享さで均 ・lこ覆土した。

試験 1：巽なる 2種の合水本（18%と25%）の

土壌を設定し，それが消毒栂子市に及ぼす影響を検

討した。幡種後の合水率については予備のポヅト

で3f]以後チェックしながらそれに治うようii水

した。しかしムギの生育カ況E盛となってきた15日

目（12月初日）以後は各ポ y トとも同長で、多めの

滋水とした。

試験 2：滋水状態を異にした条件が消毒穣千の

発芽・生育に及ぼす影響について試験した。方法

として，コンクリート床面に木わくを長方形に組

み，ピニ ルを敷いて滋水した。そこへ厚さの異

なる木材を遣いて諮述したプラスチ yク製ポット

を並べ， 9段階のおさを設定した。水位の高さは

#ii＊時が；最高で， ;T') ト底面から約 7, 6, 5, 

4, 3, 2, 1.5, 1, 0,5cmとし，毎日 2時間流

水で補給した。土壌福および植物体からの蒸発に

よる水位の変動は室温や植物体の生育段階の影響

を受けたが，試験初期では 1日3～ 4cmで、あった。

したがって 7～ 5cm区は常時泌水状態， 4～ 1. 5 

αn区は底面からの水の補給時間の異なる＇ i"i拡水状

態， lおよび 0.5 cm区は脱出からの補給がほとん

どない状態であった。なおJ各種した種子の位置は

底面から12cmの位置で＼ 1および0.5 cm[;{ は5[! 

日以後上からも軽く＃il水して水分不足を補った。

およ

品穣との関係

1979ifおよび19801f（こ同じlilll場（航壌土）；こ播

種した消毒種子の発芽豆容は第］表と ~2 表 iこ示し

た。両表をみると品種間三告は明日家で、あるが，それ

とともに19初年の場合にほとんどの処玉県で発芽率

第H愛 種子消毒が二条オオムギの発芽lこ及ぼす影響 (1979) 

f共試薬剤
処現方法 発芽率（%）

濃度 時間 あかきやさっき 九州 新出 関東 ふじ 目立城にらさき

べンレートT水平ll剤 200倍 6 78.5 85.5 73.0 81.5 63.5 61.0 83.5 48.5 

’， ’F 24 64.5 

// 0.5 % 湿粉衣 66.0 

風日 i易浸 73.5 

1HE 処 E型 75.5 

が高くなった。またベンレートT水和剤の処潔区

では1979年は 200倍24時間浸演区や 0.5%？毘粉衣

区の発芽率が無処理に比べて10%程度低下する品

種が多いのに， 1980年の試験ではにらさきを除い

82.0 

82.5 

87.5 

86.5 

72.5 78.0 64.0 58.5 81.0 56.5 

74.5 74.0 64.5 56.5 88.0 63.0 

77.5 76.0 79.0 61. 5 83.5 60.0 

75.0 82.5 73.0 63目5 88.0 66.0 

てそうした傾向が見当たらなかった。この両年の

場合顕著なさをは播種後の降雨にみられ， 19794・に

は播種翌日の11月28日に30酬を越す附があったが，

1980年には播種後1013聞に降ったI荷量は 2日間で
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第2雪量 種子消毒が二条オオムギの発芽に及ぼす影響 (1980)

処用方法 発芽率（%）
供試薬剤…… 一 一……

濃度 時間 あかぎさっき 九州 新fII 関東 ふじ

…ハUに日にDハUにひ
一OOC01iη／にO一
…ρhuρhUρhUハhUρhU

一に3FUハUハU巳υ
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一88989一
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二bつJ24oo－

←ヴiooηiooヮ，

一05005
一ハynhUにD巧／1i

一89999

55050一
…QunxurDquku 

一78888

一衣
一6M粉一

川市山…

一倍Mm一
一円UAゲ一〉

一ハUIt
一20

一剤一
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一一湯L…li44hw八一一一呂
一UV

一ン胤無
一ベ

成城 にらさき

96.0 62.0 

93.0 61.0 

93.0 72.5 

95.0 72.5 

93.5 77.0 

2 mmと極めて少なかった。ニれらのことから地温

など他の要！大！の関係も多少あろうが，両年の発苦手

率の根本的な相異は播種i直後の降雨の差，すなわ

ち発芽時の土壌水分の多少が関係していることが

考えられた。

発芳三E容の低かった1979年議きのオオムギ、では翌

年 4Fl 3 Hの調査において骨日の薬剤処理IKで草

丈の低下が認められた。第 3表に示したように200

倍24時間浸漬処理等により，関東や成城二条では

キ：；丈が｛尽くなったが九州、iや新出ではほとんど変化

がなく，品種閉ざ＇（ま i現段であった。またあかぎ二

条でも草丈が低下する傾向がみられ，発言；t本の低

ドとあいまってお〕品種で、の薬剤処理iこは十分な注

意：が必要とした筆者引の結果と A 致する。こうした

第33提 種子消毒が二条オオムギの生育に及ぼす影響

処盟方法 科 長（cm)
供試薬剤 ー…〕ー…………

濃度 H寺間 あかぎさっき 九州 新旧 関東 ふビ 成城にらさき

ベンレートT水平II剤 200倍 6 39.3 41.3 38.3 39.8 37.3 30.0 37.4 34.4 

クク 24 37.9 37.8 39.2 38.2 33.2 29.1 33.1 30.2 

。 0.5% 湿粉火 39.5 39.3 39.0 40.6 36.1 30.5 39.8 35.2 

風呂 j坊 t受P 42.8 40.8 39.2 37.5 43目4 37.0 40.3 33.2 

41. 4 39. 8 38. 6 38. 9 41. 1 :)2. 3 38. 3 32. 8 

草丈の低下は表示しなかった1980年の試験でも」

部の薬剤処理区で認められ，発芽率がややよかっ

たことから薬剤そのものの影響が推察された。

1982年にはコムキ、も含めてベンレート T;Jく手LI剤

による薬剤処理を実施し，さらに詳しく検討した。

結果は第 4表iニヌjミしたようにオオムギの 2品種で

は草丈が抵下したがコムギでははっきりしなかっ

た。また主主丈の低下では穂長の長問ではなく， ,f'i

長が知くなることによることが判明した。

ムギではベンレート Tノk和剤など新しい努3斉リの

穂子処理による草丈の低ドの報告は見られない。

しかし湿害によるJ'{i丈の低下の報告例は多く，治

Eら2)（土？~bl＜処理によって,f＇，＇長は向くなるが穏長

は変らないとしている。また溝口・ノj、池7)はコム

第43提 種子浴室震がムギの生育に及ぼす影響

処現方法 長（cm) 秘 長（cm)
供試薬剤

濃度 時間 あかぎ さっき
ン・＇； I）・キ

あかぎ さっき
ノラサ干

一l i、当 :1 ムキ

ベンレート T水平［I剤 200 f音 24 86目2 104目6 95.2 8.7 9.6 5.9 

イ少 0.5 % 溢粉衣 87.4 106.7 93.5 8.6 9.7 5.7 

’， ’， 乾粉;;fi. 93.0 109.8 93.9 8.6 9.6 5.8 

胤内湯 j賞 88.3 111.2 95.6 8目9 9.9 5.8 

~.I\\ 処 E思 93.5 110.3 94.9 8.6 9.8 6.0 

ギとオオムギを比較して，オオムギでは過湿の時

期に関係なく生育障害が現れやすく，茎も短くな

りやすいとしている。これらのことから1979年の

婚種翠［＇］に多雨があった場合の A’L丈の低下は湿害

とも考えられるが， 1980'rfわよび1982年の一部薬

剤処理民における草丈の低 FのJfil自が？lfI脊による

ものとは考え難い。したがって薬剤処理区での草

丈の低ドは，薬剤そのものの影響であることが判
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rijjした。

機種直後の降雨との関係

f品種翌日の多雨によって発子率や草丈が低ドし

たことから，播種直後の降雨の影響について土壌

第53受 播槌直後の降雨が消毒種子の生育lこ及lます影響

~5] 

の合；J＼率が約25%のIHllJ:#'iを供試して1983年に'#?c1J包

した。第 5表に示したように降雨処理反では無処

土黒区も合めて全て草丈が低くなり，特にベンレー

トT 200 f背24時間没漬ぼでは無処理l玄に比べて ii:

｜経 i:JD
供試薬剤

の有 無
It穏期＊処埋方法

濃度 時間

ベンレートT水和総 zoo傍 6 

降雨

(80mm) 

’， 点
付

A
n
U

ハり

つU
1

ょっ
ω

。
，， 20 

// ，， 

カF、 丸L J~ 

ベンレート T水平ll内1 200 6 
’， AA

ハ
U

ハり

つμ
1

1

ワ
ω

，， 

生旺 20 ’， 
’， ’， 

1豆 32.3 102.2 良1禁処
会会完全治擦が半数以上，

葉真fJで2.4emf.氏く，収機期にlま3.7 cmも低くなっ

た。これに対して降雨処間をしていないよ易合にも

rl：葉期で、 2.8cmほど問機に低くなってはいるが，

l以機耳目でも 2.6cmと差が少なく，降f'l'iがなければ

薬剤処理！の影響が小さいかあるいはお！いことが判

明した。したがって，降雨処理区内および降雨処

理をしていない区内の草丈の低ドは薬剤による生

育抑制と考えられ，降雨処i豆の有無による差はj嘉

手了にj副大iするものと思われた。こうした薬剤処理

の影響はE~（丈の低下だけでなく，，＇l＇，ぷ~ftfJ にもみら

れた。すなわち表）］ミしたように半数出穂の時期が

1～2 tl遅れることが多く，特に降雨処埋｜叉では

日!J'i王寺：に認められた。このlf'r穂期の若Fのずれは薬

剤処理｜ズでナh穂開始時期が無処開区ほどそろわな

いため出稼の遅れる個体が多く生じ， IH穏を完f

するまで、に 3～在日を多く要するためとわかった。

これに関連して大谷1円以力苔期以後 1か月間の討！？

ノ＇］＼処現により出穏期および成熟知が 3～4日遅延

するとしている。｛皮の実験で、は長期間以水してい

るため本試験と科tに比較することはできないが，

J酎垂直後の降雨処理によって消毒穏子が幼店員rlの

滞水と同じような陣守を受けたことも考えられる。

ところが降雨だけで出穏期が遅れるなら降雨処H日

IX:全てで遅れるはず、だが無処理種子では遅れてい

ない。その上降雨匁_r,rmをしていない消毒種子では

出総期の遅れは桜めて少ない。したがって薬剤と

草 丈（科長十穂長）
4目 13 6 .1 

（止ま定期） （収機期）
28.3 97.0 

26.6 

28.1 

28.4 

29.0 

30.6 

29.5 

29.8 

31.0 

ぞろい ／ ( 5月）

やや不良 2～ 3 El 

不良 (2）～ 3 

やや不良 3～ 4 

93.8 

97.1 

96.6 

97.5 

99.6 

100.8 

98.8 

100.8 

ク 3～ 4 

良 2

良 2～（3)

。 2～ 3 

2～ 3 

2～ 3 

2～（3) 

やや不良

ク

降雨の煽｝jの影響によってr'l'r穏期がずれたことが

判明した。この場合指種直後の多雨によってMら

かのi~千？を受けたことは考えられるが，ムギ積子

の発5f：に士、－1-1－るベンレート Tぶ手II剤による処理の

詰YIについてはほとんどわかっていなし、。そこで

過ととの水稲の委託試験の結果をみると，伊阪ら 8)

がl己i浄jの種子粉衣により，また梅原 9）は20依30分

の高濃度短持活j処湾と種子粉次iこより苗の:t,］：丈の

｛廷下を指；脅し，沼市・本間10）は湿粉次処理によっ

て発恨の）＇1~ ＂／；t （タコ足）が生じることを認めてい

る。これらのことからムギでもノド稲と同様に薬剤

の影響を受け，その｜：捕積if＇（後の多［：［；］による淑害

を生じ，，＇！日書、期の遅延が生じたものと思われた。

陰千しの有無との関係

鈴木・藤間13）は具体的な表示をしていないがベ

ンレート T水和前 200倍液の長時間浸演では処理

後の陰二子しが発芽；こ忍l影響することを懸念してい

る。これに関しては筆者も従来から問機に感じて

いたので消毒処用後の陰Fしの有無が：条オオム

ギの初期！生育に及ぼす影響について険，jナした。 i守

;J＼~宇£25%の土l裳に熔絡した結果は第 6 表に示した

ように ~Mlft閉ざ；が叩：持にみられ，あかぎとさっき

では陰Fしすることで初期の生育抑制が概して小

さくなるが，はるなや野外lではほとんど関係がな

かった。さらにみかぎとさっきでは薬剤による生

育抑制はめかぎで著しく大きく，その Uililhi易浸
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務 6器提 消毒後の陰干しの；有無と二条オオムギの初

期生育の抑制

処現方法陰干 品 積
供試薬剤l しの ー

濃度 時間 有無 あかきさつきはるな肝州

ベンレートT水利剤 2r:J，古 24 無 州 椛 ト イ

有 十十 l卜 * 
0.5% 視中衣 無 ＋十 H件 十 寸

有 i十 + 什

0.5% 粉fl. → 上 ）士土

凪l ／＇＇，湯浅 位五 llf 。
有 tト 。

井県処坦

抑制務度 Oはやや促進， 一変らない・＊わずかに抑制，十やや抑制

件かなりjlμi111J, I仲＃｜］市lj

向処E唄の影響を受けやすいなど消毒処｝~lの悪影響が

大きくみられた。これらのことから土壌のfri;J＼~容

が25%の幹通の湿りでは，薬剤処開後の陰干しの

影響は少なく，むしろ薬剤等の直後の影響が山幸子

にみられ，品種開業が極めて大きいことが判明し

た。しlかし士：境の水分状態によっては陰子しによ

る発芽等への慰影響が出ることも考えられるので

別の機会に検討してみたい。

土壌の合水率との関係

』会連の岡場試験において草；｝！この低下；fsよびIH秘

期の遅延に種子消毒が影響していることが判明し

た。そこで、この点について合水率を18%と25%に

したポットを聞いてさらに4食討した。結果は

第 7表に示したように薬剤処期以ではいずれも発

芽率がf尽く， :tr＼：）！.：も・・・ffllを｜徐いて低くなった。ま

鋳 7章受 土段＊分が発~及び初期生育に及 lます影響

処理l方法 発升本（%） w 丈（α＜＞）

供試薬剤 一一一一一一一一一一一 12N 21fj 1 J~ 18 IJ 
濃度 時間1 18%地 25% 一一一一一… 一一刊一一

18% お% 18% 25% 

ベンレ トT1JIii剤 200倍 6時間 87 80 9.9 10.5 22.1 22.7 

。 2411キ！日I 84 8日 9.8 11.5 22.6 24.3 

20 10)} 85 82 10.3 10.9 22.2 23.7 

20う｝ 83 81 9.2 11.6 21.6 24.6 

無処理 94 92 Jl.3 Jl.4 23.3 25.2 

た発芽に限れば18%以がやや良かったが，その後

の生育は25%区の方がよく，発芽時とその後の生

育時にわいては適当な合水率に速いのあることが

うかがえた。これについてはさらに厳街な条件ド

での追試が必要で、あろう。きて今回の試験におい

てはその合水率からみて混害の発生する可能性が

ほとんどないことから，王子：丈の低下はベンレート

T水平日剤の底抜の影響と考えられる。次に 1月18

日にむける草丈の分布をみると，第 1[i<Jに示した

ように台水車の多少にかかわらず薬剤処理区で無

25 

草

丈

en 

20 

15 

;¥ 水率 18 % 

第1凶 ベンレートT水利剤で消毒した種子の異な

る土壌合水率における ！j'L丈の分布（%）

処閉！｜まよりも草丈の低い首の比本が高かった。し

たがって薬剤処崎氏でしばしば統察される草丈の

低下は，出芽に時間がかかった一部の株で生育が

遅れるため，全体的に1;~丈が低くなることが判明

し， IHil.h易試験に…致した。また今回の試験で、は低

びに高濃度処理｜又ともに浸漬時間の短い12<.

で発芽揃いがやや悪く， J受賞時間と薬剤の影響の

税度との関連は11巴揮で、きなかった。なおi者：水はJC:

の合7］立系を維持するようにMii!有したが， 5日日の

制査では18%区で約20%, 25%以で約27%となっ

ていた。

潟水との関係

｜開場試験で、は播栂直後の降雨の影響が薬剤処理

栂子の発芽等に大きかったことから，棋王］＼I叉も加

えて土壊水分との関係をさらに検討した。その結

果は第 8表に示したように？ト；11、子治本l又の＇'7～ 5cm 

区では＃~［；処班！の 5 cm!Xを除いていずれも発芽本が

低かった。また 4, 3 cm!Xで、はiMi水時間がかなり

長いためか， l!IM11i易j受l又で、やや発牙＇＞~，＼がよくなっ

たものの他の処理区では無処理に比べるとまだ著

しく低かった。消主~区特に薬剤j処E里氏で発芽率が

向上するのはitli水Hギ聞が比較的知い 2cm！ぎから

で， 200 倍24H与聞の低濃度長時間処隈｜玄ではまだ

fJ:l:かった。これに女すして風Pii幼J受空DJ里で、は 3cm区

から発芽ヰミが50%を越えるなど薬剤処理区の発5:1・:

本より常によかった。こうした結果と 3および 2
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務自童話 異なる滋水状態的出毒種子の発芽：に及ぼす影響

処理方法 発芽事（%）
供試薬剤 一……一~ ）：束三ご 溢水の1語－~－（…）…

濃度 時間 7 6 .~ 4 .~ 2 1. 5 1 Q .§ 

べンレ｝トT水利剤 200 24時間 7 14 7 15 24 41 77 87 94 

。 20 20王子 1 8 10 11 25 64 88 90 94 

0.5% 粉衣 19 10 21 24 32 72 96 96 91 

風呂湯；受 15 16 22 40 54 77 91 87 95 

無処理 25 48 84 87 89 92 48 97 97 

主主裂含水素： 7が32%,3か＇°25%,0.5が18%（種子付近）

第93受 ι異なる滋＊・状態が消毒種子の初期生育lこ及ぼす影響

処周方法 草丈（mm)

供試薬剤 瓦正つ函 守二i 5 j長五おで（ぺ ι つ］~~
ベンレート水利］邦1 200 24時間 (46 .5）※（49.0) (55.0) (80.9) 89.5 86.7 92.0 97 .7 101.1 

ク 20 20分（56.6) (61.6) (78.0) (70.7) 77.9 86.8 92.7 98.4 88.2 

0.5% 粉衣 (73.0) (8J.l) 81.9 80.9 86.0 96.2 94.? 98.6 100.2 

）副L 呂 湯 j受 (39.5) (60.1) 72.6 86.9 80.7 97 .0 96.3 99.5 101.5 

然処理 76.0 79.9 91.9 84.7 89.7 95.6 92.3 9号.1 101. 6 

※（ )I土発芽系カご20%にj持たないもの， 1984年5f116日縫稜，同23尽誠至宝

cm[X:における各処理区の発芳三率の相異から，薬剤

処理iぇ特に長II与lllli受；責Iメで、は多湿あるいは薬剤の

影響を他の処理よりも受けやすいことが判明した。

次にほとんど以水しないてサ注水ll与にボ y トの低而

が濡れる程度の 1, 0.5cm両r：＞＜：では各処理ともほ

ぼ正常舎な発芽本会示した。このような発芽への影

響は初期生存にもみられ，第百表；こ示したように

発劣率が20%に満たない各区では生長の惑い株が

点花するため草丈が全体的に低く，またii\~1｝：. が深

いと消毒方法にかかわらずその傾向が強かった。

ただ2〔倍以）分没漬l乏では最も浅い 0.5 cm［＞｛でイ也の

処f買に比べて草丈が低く，薬剤の影響を強く受け

たことが考えられた。これは合水車の試験でr11iじ

2〔fr干浸漬区が土壌水分18%の場合にJfi：丈が低くな

っているのと一致し，！日j処理で、は湿潤土壌だけで

なく乾燥土壌でも発芽抑制を生ずることがうかが

えた。このf,fy(f士iについてはおi処理で、は薬剤の滋子

への［~i／者性が良好なことから筆在ら 3 ）が危険と

した湿粉衣と同様に薬剤の影響をi在被受けや1い

こと等が考えられる。さらに 8および9表で7～

2 cm［：＞（を比較すると，消毒精子では）瓜日湯浸｜乏が

潟水条件に最も強く，乾燥種子粉衣がこれに次ぎ，

200 倍24時間i受漬区が最も弱かった。このように

薬液浸漬時間が長いと湿害に弱く，また乾燥種子

粉衣よりもj及品湯浸で発芽が｛憂ることから，茶、約

がムギ種子の発c!,j・：.生育に大きく影響しているこ

とが判明した。なわ乾燥機子粉衣は発芽に関して

問題は少なく，同久ら 15）も実用｝：薬害もなく有望

としている。しかし鈴木・球団14）はオオムギ内葉

的に対する効果が薬剤jの種子への｜占I肴「rtが!Ii＼いた

めかなり劣るとしており，多発生がデ怨される場

合には他の処理が好ましいものと忠われる。

以上の結采， j墨田や撚棟前：後；こ多討が予想され

る湯合には薬液j剥責処理した種子の橋種は危険で、，

乾燥栂f粉火や）［＼l/L11i易浸が無期tと考えられる。ま

たがr古：発生のおそれがなければj毘旺iでは無処理の

まま矯くのが最も安全と忠われる。さらに七壌が

乾燥している条件下でも情［）の薬剤処理極Fe・は

発芳三不揃いや生育抑制がみられるが， これについ

ては降雨を待って播種したり，浅播きを避ける必

要ーがあろう。しかし近年では全面全f¥li揺きが多く

なっており， 5cmれ度のj奈ちに播くことからその

心配は少ない。したがって消毒種子の播種に関し

では、多混［1fil場では浅めに，乾いた［Ill]場ではやや

深めに播くのが処砲の影響を抑制する子だてと考

える。

摘

ベンレート T＊祁剤みるいは）！＼，'7~湯浸による種

子消毒が，ムギ種子の発芽および生育に及ぼす影
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理事について，；士嬢水分との関係から検討した。

1 播種翌日に30mmの降雨があった年のオオムギ

の発芽率は， 10日以内に 2mmしか降らなかった

年の発芽率より低く，そのね度は品種によって

呉なった。また→音［）の品格では薬剤処理によっ

てさらに発茅率が低下するなど品種間差が著し

かった。

2 オオムギの草：丈は播種i直後に降雨があると低

くなり，薬剤処E盟するとなお低くなった。しか

しコムギではそうした影響は明らかではなかっ

た。また主主丈の低下の原国はj'!ll長が短くなるこ

とに起国い穏長との関係は少なかった。

3 薬剤浸演した種子ーでは出稼が透くなる傾出が

あり，特；こ播種直後の降雨処理によって顕著に

認められた。

4 土壊水分が18%と25%のポットに薬剤処H討議

千を播くと，発芽~f＼は18%区で、よかったがその

後の生育は25%［えの方がよかった。草丈は処fl!!

区でいずれも低くなった。

5 いろいろな土壌水分の条件下で、消毒種子を撚

いたところ，無処理種子の発芽本が最も高く，

次いで、J![\\1';c11l~l受，種子粉衣ほとなった。これに

対して没漬処理をした区で、は薬液の濃度にかか

わらず，発芽＞4ミが低下した。

6 以上の結果，消毒椅子の発芽並びに生育は土

壌水分と極めて僚接な関係をもっていることが

判明した。
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Summary 

The influence of seed disinfection on the emergence and growth of two-rowed harley and wheat was 

examined in relation to soil moisture content. 

1 . The emergence percentage of barley in a year when there was 30 mm of rainfall on the day 

following sowing was lower than in a year when rainfall after sowing was low (2 mm of rainfall 

during the 10 days after sowing). Furthermore, the emergence of several varieties of barley was 

reduced by chemical treatment in a variety of tests. 

2 Rainfall on the day following sowing caused a shortening of plant height in barley. Such a 

shortness of plant height was also brought about by chemical treatment. This was clearly observed 

in two-rowed barley plants but scarcely observed in wheat plants in the open field. It was found 

that this shortness of plant height was due to a reduction of culm length. 

3. A delay in the heading date was observed, particularly in plots sown with seeds disinfected 

by treatment such as dipping in highly concentrated chemical solutions. 

4. When seed beds were sown in individual plastic vessels using barley seeds disinfected by che-

micals under soil moisture conditions of either 18 % or 25 %, emergence percentage was higher 

under the former regime compared with the latter. By contrast, seedling growth after emerge註ce

was better at 25% moisture than at 18%. Plant height in all plots of seeds disinfected by chemicals 

was generally low巴rthan that in nontreated plots. 

5 . The emergence percentage of non回 treatedseeds was better than any of those treated, irrespec聞

tive of soil moisture content.日otwater-bath treatment and seed coating produced a similar good 

emergence, but that of dipped plots was reduced regardless of the chemical concentration employed. 

6目 Fromthe above results, it was found that both emergence and growth of barley seeds disirト

fected by various methods was closely related to soil moisture content. 
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