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福岡農総試の「報A 4 
Bull. Fukuoka Agric. Res. Cent. A 4 : 39～42 39 

オオムギの耐湿性の品種間差異に関する研究

第 2＇~I~ 節間伸長期における耐？HiH~l：の異なる指標 1j1'1種の選定

浜地司次＠伊藤日光・－Ill・庄雅彦＠篠倉if住

変主；lの耐湿性l土品梼間iζ強弱のそwが認められて

いるl.. i. 7）が、研究者によってその宇lj主が必ずしもー

致していない。その均由の lっとして、身者らは言日

報 1）で節間伸長期におけるオオムギ、のrrrit説性の検定

ノヴ法仁っし した結果、供試品詞のil:l泌期のf.j'l.

晩によって過似処J早期間rtJの各品種0）生汗段階が一

定でなく、過出の影宗寺を受けるJTc;j弓が品tilif乙よって

異なることを計摘した。したがって、耐創性の検定

は出砲、期の比絞的近い品種11:1で行うことが必要であ

ると行えて検j泣を行ってきた。

佐々木 Ii）はス11間伸長期におけるオオムニドの耐湿性

について、半生群で誌やや強iこ八石805017、中i乙カ

ワホナミ、弱にサツキムギを、また中生群ではやや

強lζ ミノリムニド、巾lζ香川裸 1号、弱lζCI4226を

指標品種の一例として示した。そこで、本報では、

オオムギの晩！［－：＿群について｜耐温性の異なる指標品種

を選定する日的で、節間frM之期lζ潟水処理を行い、

オオムギの耐世性の品種間三異についてー検討した。

試験方法

認験場所は 1980年疫〈矯種年疫）が筑紫野市i二古

賀（ILi農業試験場）で透7)<性がq:i～やや良、1981、82

年度が筑紫野市古木（福岡県農業総合試験場）で透

水炉I：が不良であった。試験方法は第 1表lζ）Jミすとお

りであるが、過混処理として水位が播種床llll下 0～

lOcmvζあるように、茎すJ明から 20日間のlll:Hm出水を

行〉た。対照区は自然状態とした。また、 l品種20

4遺体をキ加古し、々のうち生育中庸 10個体について、

出穏期、得長、総長、お枚、 1穂粒数、稔定歩合、

千おti童及び子実乏の8項iJを調苫し、出稼期を除く

7明日については対照l｛比［（処理区／対照区）×

100 、j削~／.%〕を耐根性科lfo［判定の基準とした。

ぴらに 1980、81年肢の 2カ年は小型携帯用 Eh

メーター CRM・-1型）を｛安井lし、地表下約 lOcmの

般化還元電イ立を測定した。

結果及び考察

1.試験経遜

1980年度の湛水処理期間中の土撲の酸化運充電位

は対照区が500～600mVで推移したのに対し、処J型

区では湛水処理開始後7～ 10日経iまで次第に低ド

し、その後潟水処1l1fJ終了後まで2〔OmVHiJ後であっ

た。また、オオムギも湛水処児開始後7日頃から葉

枯れがあらわれ、その後さらに著しくなった。 1981

年度も 1980年度とほぼ同様の傾向をなえした。

湛水処理は3カ年とも茎立拐に開始したが、 t甚水

処f号終nま1979年疫が＇！＇－均出穏期の 19［］前に対し、

1981年J劫汀3LHlrJ、1982年「凱＇9u rlliで滋水処理

Wl問中のオオムギの生育がやや進んでいた。また供

fl.r¥,S;'1原のtl係酬の幅は3カ1:1二とも11～13日の利用｜勾に

あった。

2.湛水処理による諸形質の被害緯度

l表試験方法

Jえ •jj主ブJ it 

供試 "111 f電：数①

fj名手f( !VJ 

殺防総式（条ll:J×株li¥J)

iズ lf1i fJ'! 

反復数（対！!HIメ、処耳Iiiの

宗主素施m量 (J,UJE、迫JI肥）

処理時期j

1 9 8 () ＂＇＇支

74 

11JJ2911 

15x10α11の二」条,r,',lf需③

0.68ni(0.45×1.5m) 

2 ' 3 

0.4kg/ a、0.2kg/a 

4 JJ 3 ll～22 Ii 

1 9 8 1 ｛［一度

38 

12JJ 4 11 

15 X lOcmめ二条,r,',(t番③

0 .68ni (0. 45×l .5m) 

3 ' 5 

0.45kg/ a、0.25kg/a 

3 JI 2811 ~ lj ) J 17 IJ 

注〉①供;iえ，＼，＇，fi長i土、 L にあまぎ二条(Jii.'I＇二）より 11：終期が10～2011i・ j 豆計、オオムヨ号、のi免ノI：，＇，／，様。

② l l、（ 3粒擦磁し、発芳r後fill引きして 1；本合ーとした。

1 9 8 2 'f1主

20 

11JJ24 11 

15×lOcmの条,i,'Hi!l②

0. 68 rrf ( 0 .45×1.5m) 

3 ' 3 

0.5kg/ a、0.3kg/a 

3 Jj 261 i～ 4Jl1511 
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第 2表iζ節関伸長期潟水処理による形質ごとの被 の対照、区上とはおおまかな指標として利用できるが、

書程度を示した。子実主を除いた形質のなかでは、 樹混性程度の判定は前報 4）で報告したように主とし

1980年度は押長及び椋敬の2形質、 1981年度ti秤 て梓長、穂数、稔定歩合及び子実重の4形質を用い

長、穂数及び稔実歩合の3形質、 1982年度は穂数lζ て総合的に行う必要があると考えられた。

おいて湛水処理の影響が強くあらわれた。これに対 3.耐湿性の異なる品穫の選定

し穂長、 1秘粒数及び千粒重LUカ年ともに湛水処 1980年度は、出穂期が比較的近いオオムギ51品種

団の）~~警は軽かった。また穂数、稔実歩合及び子実 （主l乙晩ヰ：品積）についてゆI湿性れ皮の判定を行

去の対照区比は3カ年とむ他形nと比較して変効係 い、耐湿性程度の異なる 28品種をi設定した。 1981年

数が｝にきく、特iと稔定歩台及び：子実唱については被 度はこれら 28品種について検討を行った（第3表、

完の大きい年ほどその乏が駁斉であった。年疫切で 主o.l～28）が、謝援投手軍支を判定する基準として誌

は、 1982、’80、’81年法制i出ζ湛水処理の影響が大 秤長、穂数、稔五歩合及び子実重OJ4形質の対照、区

さかった。乙のように年度によー〉て湛水処埋の彩簿

が異なっているのは、おL水するi療に水位を播種床面

下O～JOcmの範[ff]とし必ずしも‘定していない乙

と、 1982年度は圃場の透水性が不良で生青後半lζ降

雨が多かったため対照i去の生育が全般に悪く、しか

も赤かび、病の発生も比較的多かったこと等によると

考えられた。したがって、形質ごとの被害程度は年

によって異なり（第 3 友）、また1lii~湿性がi字程度の

品種は稗長や給、実歩合の対照毘比の年次rm変動が大

きい6）ので、多数の品種のなかから節間伸長期に耐

混性品種を選抜する場合、稗長：l.4.G）及び稔実歩合 6)

比をm~、た。なお、稔だ歩合については 1980 年度に

出穂期の遅い品総ほど被害が大きい傾向が認められ

た4 ）ので、出税！湖の遅い品穏は稔i；歩合の対ff(~区比
の貫主みを小さくした。 1980年度は過去2カ年の結果

から耐混性の異なる 20品穂（rp!j::品種を含む。第3

表）について、指標品種を選定する白的で更に年次

毘の検討を行った。

第 1留にこれら 20品種の稗長、総数、1穂粒数、稔実

歩合及び子実＇Rの対照区比を示した。桐山ぷ時政71主
減収の著しし、以因は二j二に穂数の減少によるとしながら

も、各品種の過湿による油l対側；釦土必ずしも同一で

第 2表 飾ll1]{1中長期湛水処聞による諸形質の被害程度

イI I支 山

1980 5 1 

1981 2 8 

1982 2 0 

59.6① 

11.4 

61.2 

9目2

84.0 

7 .1 

76.2 

8.9 

81. 7 

9目4

83.3 

9.4 

47.3 

19.0 

51.5 

15.5 

70.7 

15.7 

i段変動係数。

70.0 

8.3 

75.0 

10.7 

79.l 

10.0 

73.6 

25.0 

38.4 

57.6 

88.7 

16.2 

8~.8 

6，ヲ

80.8 

9.3 

83.4 

5.9 

②百；i史的供試川純のうち耐IMMの険)j：にJI]いたM,N！数。

第 3'i< 主なW.c試品種の耐温存j;程度

ふ緑茶；； ぷ綴ず： 而f湿’ドi ふ？立番号 ぷ手f¥ 名 耐 till¥'r'I: ふ係委り ふ様名

① 約二子メンシコアリ やや強 ⑫ アサマムギ件以u 中～やや強 ③ Ji プj

② ＂＇見ミイ E米 II ⑬ 関東j支4；；ム ⑫ 広域12f} 

③ コウヴ£ンムギ ⑭保I tM!i II ⑫ KM183 

④ 独53~｝ @ 矢？ヰ ／／ ⑮ ニョ w ゴールデン

⑤ ミノリムギ（111l!J 16 会津線3υ ／／ ⑫ コピンカタギ

⑥ イttl以10サ 111～やや強 17 九州、l楳 3坊 ／／ 28 ユキワリムギ

⑦市II夫3~｝ 18 
善光＇＂i'

／／ 29 撹｝！易 1f} 

8 館82;} II 19 アサヒ 9日 ⑩ :4i1J1皮191；ー

日 Karl 20 薬系37 ／／ ＠ 博多 2J,]" 

10 ヰ支 聖子 21 坊 J: ／／ ⑫ 水品（'11lト）

⑬ 九：iミ16サ 22 大務大変 ／／ 

日）寄り仁、）の｛ゎ、た20，＇，，＇，維は l問。～82<1疫の1か，，グJ'Fil<f:結張。その他的,v,wよi引き0,81'1・皮肉 2か寺町事J<t*li楽による。

21.4 

36.9 

11. 5 

54.8 

41.2 

17目2

員if泊i·~I 

言活

／／ 

／／ 

／／ 

／／ 

／／ 

／／ 

／／ 

／／ 

／／ 
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数1!1! 唱量
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骨

ベテ
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＠ 

子実｝主

②⑤⑥⑫⑬⑬⑬  
Hi 1砕け

節li'1J伸長期潟水処班！によるi'11'1稀ごとの諸形質の対照区比（ 3か年平均）
＇＂＂＇種名は第 3表参ml。ぬ①～④は 3かイ｜にわたってiliH/1U'lやや強と判定された晩lJ::4 1¥1'1級。
No.⑧～⑫、 00⑪l土掛Jl,¥1H'l>Jせと判定さjLた1611/1'.7品稀。

flii'i問伸長期における耐湿仰がやや強及び出と判定された主なf~l::生 1\l1種（ 3 ヵ年平均、対照K比%）

名 /Jj穂邦l 秤 長 総数 1 f;帥1'L数 稔'!l歩合 :r.尖重 耐湿性の判定

70.9 59.4 67.2 106.l 34.5 やや強

0 

⑫⑧  

φ ＠ 

⑫ 

＠ 

⑪⑨  

＠ ＠ 

⑩ ⑫ ③  

＠ ＠ 
c ＠ 

＠ ＠ ＠ ＠ ＠ 

⑬③  

5.07 

①⑦  ④ 

岩手メンシュアリ一

小泉 在来

。

第 1I火｜
主主）

；種

第 4表

ll 
nn 

27.0 65.2 70.1 67.6 75.9 5.02 II 

27.8 65.l 78.6 63.2 75.4 5.01 ウゲンムギ ／／ 

37.6 83.1 84.2 59.0 72.6 5.01 ') 53 

コ

1tl; ／／ 

討日19.9 70.5 67.5 48.l 59.3 5.07 〆J12 城

19柑 170目41:u 42.3 59.6 5.02 183 孔fK ／／ 

／／ 

で、福t11益性を 1ランク下げた。

以上の結果をとりまとめると、留場；ζおける弱す混

性の検定で、l土現在のと乙ろ処理効果を

とができないので、年によっては耐湿性K5郎、品種

だけを選抜する ζとは難しいことが：考えられるv し

たがって、節問伸長期湛水処理によって耐極性を検

定する場合は出穂期の近い品種間で、面、t~！i~性程度の

~1i1なる指標i品種と比較する必要がある 3.4）が、そ (7)6)

指標品種としては、平生；及びlわ生品種はすでに報告

があり、 i役生品種については属極性やや強の品種

としてコウゲンムギ及び＇ 1:h53号、［の品種として関

東皮4号及び矢筈、弱の品種として宮城 12号及び

ニコーゴールデン等が適巧であると考えられる。

本試験lζ供試したオオムギ品種のなかで、ミノリ

ムギ、アサマムギ、中泉在来及びコンゲンムギの4

品種は系譜的につながり、し、すとれの品種も耐根性が

f郎、｝J.Iζランクされたこと（第3表）は注目され

る。さらに、並、渦性遺伝子について去のある同質遺

伝子系統対を用いてオオムギの枝、括性の耐擬性の

差異について検討した結果、渦料：系統は長性系統と

II 

16.4 

18.2 

65.2 

59.1 

71. 7 

68.5 

39.7 

53.2 ピンカタ

「ti Iii徳J哲Ii立歴II ()j . 11）て川、す。

ないことを、また佐々木引は穂数と稔実歩合が節詰i

｛市長期における湿害の主な減収要国であるとし、特

l乙稔、実歩合において品顧問差異が大きいことを報告

している。本試験においても多くの品穏において減

収は佐々木の報告とr<JJ織に主に秘数の減少と稔実歩

合の低ドによったが、関東皮4号、束LlJ皮 19弓及び

水品は稔実歩合、宮城12号 KM183、博多 2号、

万力及びニューゴールテ、ンは穂数、宮城 12号、穂

揃、及びコビンカタギは l穂粒数等の被害が特に大

きく、品種によって減収機構がi司ーでない点は先の

梶山ら、持政の報告と同誌であった。

3カ年lζわたる検定の結果、著名♂らは節間伸長期

の耐i品J.t
シユアリ一、中泉ヂl：来、コウゲンムギ（以上六条）、

及び1虫53号（二条）、耐根性が弱の1悦生品種として

宮城12号、コビンカタギ（以上六条）、ニューゴー

ノレデン及びKM183 （以上三条）の外3r'f~種を選定

した（第3、4表）。なお、第li渇の品種番号⑦の

縮麦3号及。唱心力主16号はそれぞれ1980年度及び

1982年疫の滋水処理による被言がやや大きかったの

58目7

68.4 

5.06 

4.30 

ニューゴールデン

ヨ号、コ
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比較して耐根性がやや弱く、しかむi立伝的背泣の影

響を乏けやすい傾向lとあった：） 今後は先の指標

品種をもとにして、広範l:Ftlな品障のなかからよりI高

度な耐混性品約を検索するとともに、交配等により

i耐世間ζ有利1<：働くi宣伝fの集積を凶る ζ とが重要

であると与えL〉れた。

摘 婆

オオムキ、の｜挽ljミ品種について、 rniii!nl.性程度の見な

る指標品種を選定する目的で、節間｛ljl長明lζ湛水処

rnを行い、オオムギの1rut湿性の品種問主：交について

検討した。

1. 節ll~{lll長期における｜百十f,IlJJ!！；程度を判定する基

として稗長、総数、稔実歩合及び子実fffの4形笠

をJ+jい、 i語、j規約二やや強の品種としてコウゲンムギ及

び在日3i号、 qiの品種として関東皮4号及こ｝、矢詩、弱

の品種として京城 12号及びニューゴーノレテンが指標

品顧として適当である。

2. 節問｛if！£~期のお［'tcl:fによる減収はjてに秘数の減

少と稔実歩合の低卜1ζょったが、品種によっては減

収機情が必ずしもlr:iJ~でなかった。

3.今後はζの指標品科：をもとにして、広範lル！な
,¥c,f唱のなかからより高度な1耐世性品種を検索すると

ともに、交配等により耐根性lζ有利に働く遺伝子の

集積そ凶る乙とがI主要であると考えられた。
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Studies on the Varietal Diff巴rencein Wet Endurance of Barley 

2) Selection of Indicator Varieties for Testing Wet Endurance 

at Internode Elongation Stage 

Yuji HAMACI-11 , Masamitsu ITO!!, Masahiko FUIWSI-10 

and Masa:.mmi s HINOKURA 

Su符l符1ary

In order to study the varietal difference of wet endurance on the late maturing barley, an excess soil 

m01sture tre且tmentCirri gated condition) was carried out at the internode elongation stage for 20 days. The 

results am summarized as follows : 

1 . The degree of wet endurance at the intern ode elongation staεe was estimated by usmg from (the mean 

value of excess soil moisture plots /that of control plots) x 100 for culm length, number of ears, seed 

fertility and yield. 

2. Yield decrease under excess soil moisture condition at the mternode elong乱tionstage was mainly 

affected by the r日ductionof ears and seed f。rtility.II ow巴ver,the yield reduction causes were not always 

the s乱meamong the varieties. 

3. ‘KOGENMUGI’and‘DOKU 53’can be used as indicator varieties of high wet endurance, 

‘KANTOKAWA 4’and 白YAIIAZU’canbe used as that of medium wet endurance , and 'MIY AG! 

12’and ‘NEWC30LI〕EN’canbe used as that of low wet endurance. 

4 . Hereafter, it is necessary to look up higher wet endurance varieties based on these rndicator 

varieties, and to integrate th日 usefulgenes for wet endurance by cross breeding. 
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