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2010年と2011年の気象が水稲の玄米外観品質に与えた影響

林元樹1) ・東野敦1) ・谷俊男 2)・池田彰弘 3) • 

久野智香子4) ・杉浦直樹5)・本庄弘樹 1)

摘要:近年、愛知県では夏季の高温により水稲の玄米外観品質(以下、外観品質)低下が
発生している。高温による外観品質低下要因の解明を目的に、 2010年と 2011年に現地実態
調査を行った。

1 2010年は、従来から外観品質の低下が認められている極早生品種「コシヒカリ」以外
の品種でも、高温による外観品質低下が認められた。気温と実態調査との結果から、早
生品種や中生品種で外観品質の低下要因となる白未熟粒が発生した要因は出穂後20日間
の平均気温が27

0
C以上の高温のためであった。なお、品種に係わらず玄米窒素濃度が高

いと白未熟粒の発生が少なかった。
2 2011年における「コシヒカリ」の実態調査結果では、施肥および土壌発現を合わせた
窒素供給量が高いほど白未熟粒の発生が減少した。また、整粒割合が低い事例で収量も
少なかったことから、愛知県での玄米外観品質が低下する要因として、窒素供給量が少
ないことが考えられた。

以上から、窒素供給量を増やすことで、玄米外観品質を向上させることが可能と考えら
れた。

キーワード:水稲、玄米外観品質、白未熟粒、窒素供給量

Effect of High Temperature on Rice Grain Quality in Aichi Prefecture 
in 2010 and 2011 

HAYASH1 Motoki， H1GASH1NO Atsushi， TAN1 Toshio， 1KEDA Akihiro， 
KUNO Chikako， SUGIURA Naoki and HONJYOU Hir叫n

Abs!ract: Recently， the occurrence of chalky grain caused by high temperature stress 
during the ripening period has become a problem for rice cultivation in Aichi Prefecture. 
The objective of this study was to elucidate the factor responsible for chalky grain by 
conducting a regional trial in 2010 and 2011. 
1. 1n Aichi Prefecture in 2010， chalky grains were observed not only in the extremely 
early variety 'Koshihikari'， but also in the early and medium varieties. The relationship 
between the ratio of chalky grain and air temperature during cultivation showed that 
the occurrence of chalky grain in early and medium varieties was because the average 
temperature during the 20-day period after heading exceeded 270C. Regardless of the 
variety， a trend was observed that the chalky grain ratio decreased concomitantly with 
an increase in the brown rice protein ratio. 
2. 1n 2011， the total nitrogen flow (total soil fertility and fertilizer used) increased， 
leading to a decrease in the chalky grain ratio. Furthermore， the grain quality of 
samples decreased with decreased yield. These findings suggested that the cause of 
reduced grain quality was an insufficiency of nitrogen. 

Taken together， our findings suggested that an improved method of nitrogen 
fertilizer application could improve the grain quality. 

Key Words: Rice， Grain quality， Chalky， Total nitrogen source 

本研究の一部は日本作物学会第234回講演会 (2012年 9月)において発表した。
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5)企画普及部(現農業大学校) (2012.10.5受理)
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緒昌

水稲の生産者価格は、玄米外観品質(以下、外観品

質)の等級により大きく影響を受ける。生産者価格は、

水稲生産者の収益につながるため、経営を安定させる

ためには外観品質を向上させることが重要である。外

観品質に影響を与える要因として、白未熟粒の発生が

ある。これは、玄米の一部が白濁するもので、発生量

が多くなるほど外観品質は低下する。このため、白未

熟粒の発生要因解明と抑制する技術開発は極めて重要

であり、多くの研究が行われている。

森田 J)や若松ら 2)は、出穂後20日間の平均気温が27

℃を超えると白未熟粒の発生が急激に多くなることを

報告している。また、寺島ら 3)は「コシヒカリ」で27

oc、岩諜tlら4)は「夢つくしj で28
0Cを超えると一等米

比率が低下することを報告した。これらの結果は、出

穂後20日間の平均気温が27
0C以上になると、白未熟粒

の発生が助長されることを示す。一方、白未熟粒の

発生頻度は品種によっても異なることが知られてい
る2，5 -8)。

近年、白未熟粒の発生を要因とする外観品質低下の

報告が多く 3，4， 9-17)、特に、 2010年は全国的に白未熟

粒の発生による外観品質の低下が報告されている 18-21)。

愛知県(以下、木県)でもこの年は、従来から白未熟粒

の発生が多い極早稲品種の「コシヒカリ J16) だけでな

く、他の熟期の品種でも外観品質の低下が発生した 22)。

本研究は、本県で外観品質の低下が著しかった2010

年と、 2010年の結果を受け2011年に行った 2か年の県

内実態調査の結果から、成熟期の気温や栽培条件が白

未熟粒発生に与えた影響を検討することで、外観品質

向上技術開発の糸口を得ることを目的とした。

材料及び方法

1 試験材料

2010年は本県の各農業改良普及課及び愛知経済連が

実施した現地試験、 2011年は「コシヒカリ j と「あい

ちのかおり SBLJを対象に実施した実態調査のサンプル

を使用した。サンフ。ル数は、 2010年は極早生品種の「コ

シヒカリ Jが76、早生品種の「あさひの夢J(28)と「ゆ

めまつり J(21) が計49、中生品種の「あいちのかおり

SBLJが106、2011年は「コシヒカリ」が39、「あいちの

かおり SBLJが40であった。なお、気温は県内水稲主産

地の気温を代表すると思われる岡崎アメダス測定地点

(岡崎市美合町地蔵野)のデータを使用した。

2 調査項目

2010年は、玄米サンフ。ルについて外観品質、蛋白質

含量、千粒重を調査した。 2011年は、玄米サンブρルの

調査に加え、収量及び収量構成要素調査、実態調査ほ

場の土壌窒素成分(湛水静置培養、全窒素)を実施し

た。

外観品質は穀粒判別機 (RGQ110 株式会社サタケ、

広島)、蛋白質含量は近赤外分光光度計 (HON6400 株

式会社ニレコ、東京)で計測した。数値は、外観品質は

粒数比(以下、割合)、蛋白質含量は乾物重比で表した。

なお、白未熟粒は、全国的に発生が問題視されている

「乳白粒Jと、本県で特に問題視されている「基部未

熟粒J(杉浦ら 16))について検討した。

収量調査のサンプルは脱穀、籾摺りを行った後1.85 mm 

の回転簡で選別し秤量した。秤量時に玄米水分率を計

測し、水分率14.5%に換算した。また、千粒重は1.85 mm 

で選別した玄米を水分率14.5%に換算した値を用いた。

3 土壌発現窒素量の推定

土壌発現窒素量は、北村と今泉 23)の推定式を改良し

た式を用い算出した(表 1)。地温は農業総合試験場(長

久手市)の観測値を用いた。

結果及び考察

1 気温の推移

岡崎アメダスにおける2010年と 2011年の 4月から 9

月までの平均気温の推移を示す(図 1)0 2010年は、 6

月下旬から 9月下旬にかけ、平年より高く推移した。

特に、 7月下旬から 9月上旬まで27
0

Cを超えていた。

一方、 2011年は 6月下旬から 7月中旬と 8月中旬、 9

月中旬に平年より高かったが、それ以外はほぼ平年並

みであった。

次に、外観品質への影響が報告されている出穂後20

日間の平均気温を示す(図 2)0 2010年は、出穂日が 7

月中旬から 8月下旬まで、平均気温が27
0

Cを超えた0

8月13日から 17日出穂では、 29
0Cを超えており著しい

高温条件であった。 2011年は、出穂期が 7月22日から

8月16日で、平均気温が27
0

Cを超えた。

2 2010年実態調査の結果

2010年の品質調査結果を示す(表 2)。

整粒割合は、極早生品種で43.2%、早生品種で25.3 

%、中生品種で44.1%であった。自未熟粒は、極早生

品種、早生品種、中生品種でそれぞれ、基部未熟粒割

合が24.4%、29.9%、25.3%、乳白粒割合が11.1 %、

17.9%、14.7%であった。玄米蛋白質含量は、極早生

表l 土壌発現窒素量推定式

Y=A・0.65[1-exp(-0.04・t)] +B・0.9[1-exp(-0.00028・t)] 

注)Y:積算土壌窒素発現量(mg/100g) 

A:湿土30
0
C4週間湛水静置培養窒素量(mg/100g) 

B:全窒素の50%(mg/100 g) 

t: 25
0C有効積算日数L:exp [21000 (T-298) /592T] 

(日)

T:日平均地温(K)
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表 2 2010年の現地実態調査結果

サンプ 玄米外観品質(免) 玄米

品種ル数整粒乳白 慧雫官千粒 重

見 g

極早生 76 43.2 11.1 24.4 7.77 21.7 
早生 49 25.3 17.9 29.9 7.80 21.8 
中生 106 44.1 14.7 25.3 7.57 23.0 

注)極早生は「コシヒカリ」、早生は「あさひの夢Jと

「ゆめまつり j、中生は「あいちのかおり SBLj。
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品種が7.77%、早生品種が7.80%、中生品種が7.57%、

千粒重は、それぞれ21.7 g、21.8 g、23.0%であった。

次に、出穂後20日間の平均気温と整粒割合との関係

を検討する(図 3)。平均気温が28
0

Cを超えるサンプル

は、早生品種と中生品種が多かった。また、品種の熟

期に係わらず、出穂後20日間の平均気温が高いほど整

粒歩合の低いサンプノレが増加する傾向が認められた。

一方、基部未熟粒、乳白粒は、出穂後20日間の平均気

温が高いほど発生率の高いサンフ。ノレが増加した(図 4)。

外観品質と、玄米蛋白質含量、千粒重との関係につ

いて検討した。すべての品種で、玄米蛋白質含量が上

昇すると、整粒割合が増加し、障害粒の割合が減少し

た(表 3)。なお、千粒重と外観品質との聞には明確な

関係は認められなかった。

白未熟粒の発生は出穂後20日間の平均気温が27oCを

超えると多く発生するとの報告がある 1-4)。特に、若

松ら 2)は、 27
0
Cを境に白未熟粒の発生が著しく多くな

ることを報告している。今回の調査では、彼らの報告

のように、 27
0
Cを境とした明確な発生量の増加は認め

られず、気温上昇に伴う漸増のみ認められた。これは、

今回の調査で気温は県中心部である岡崎のアメダスの

データを用い検証したため、実際のサンプル地点にお

表 3 玄米窒素含量と玄米外観品質との関係 (2010年)

品種
サンプ

品質
偏回帰標準偏回

ル数 係数 j量係数 判定

整粒 6.90 0.26 * 
極早生 76 基部未熟 4.67 -0.27 * 

まし自 -1. 97 0.23 ns 

整粒 11. 87 0.65 ** 
早生 49 基部未熟 13.59 -0. 58 ** 

まL自 -0.46 -0.04 ns 

整粒 15.52 0.46 ** 
中生 106 基部未熟 10.11 -0.51 ** 

主L臼 ::.3....li.Q ::.Q.....Zs ** 
注)極早生は「コシヒカリ」、早生は「あさひの夢j

と「ゆめまつり」、中生は「あいちのかおり SBLJ。

牢と料は、それぞれ 5%と1%水準で有意である

ことを示す。

ける気温を反映していないためと考えられた。

また、早生及び中生品種で出穂後20日間の平均気温

が28
0Cを超える事例が多かった。 2010年は、従来では

認められていなかった、早生及び中生品種で外観品質

の低下が発生した。登熟期間の高温による外観品質

低下程度には品種間で差異があるとの報告が多くあ

る2， 5 -8)。このため、今回調査した品種、特に早生及

び中生品種について、高温による外観品質低下に対す

る耐性が低いとの危倶が生産現場から示された。しか

し、同ーの登熟時平均気温で、外観品質の低下程度につ

いて、熟期間に大きな差が認められないことから、今

回調査した品種間では高温に対する耐性に大きな差異

は無いと考えられた。

なお、同じ品種かっ出穂期でも、サンブツレ聞で外観

品質に差が認められた。一般に、生育後半での窒素施

肥量が多いと玄米蛋白質含量が上昇する。また、井手

らや山本らは、出穂後の窒素施肥(実肥)により外観

品質が向上すると報告している 25， 26)。これらのこと

から、同一品種でかつ同一出穂期のサンプル間におけ

る外観品質の差の要因として、植物体への窒素供給量

の違いが考えられたが、さらに詳細に検討するため2011

年に綿密な実態調査を実施した。

3 2011年実態調査の結果

実態調査の結果を示す(表4)。

「コシヒカリ Jと「あいちのかおり SBLJの平均値を

比較する。整粒割合は「あいちのかおり SBLJが「コシ

ヒカリ」より約30ポイント高かった。一方、基部未熟

粒割合は「コシヒカリ」が「あいちのかおり SBLJより

10ポイント以上高かった。出穂20日間の平均気温を比

較すると、「コシヒカリ」の27.6
0Cに対し「あいちのか

おり SBLJは26.3
0Cであった。

次に、それぞれの品種について、外観品質の上位と

下位10サンプルずつの平均値を比較する。「コシヒカリ J

では、下位と上位で整粒割合の差が30ポイントあった。

個々の調査項目について検討すると、下位に比較して

上位で土壌培養窒素量と収量が有意に多く、障害粒は

乳白、基部未熟とも下位が有意に多かった。「あいちの

かおり SBLJでは、下位と上位で整粒割合の差は約20ポ

表4 2011年の現地実態調査結果

品種
窒素土壌栽植 精玄倒伏玄米玄米外観品質(見)千粒

施肥量官密度稗長穂長穂数米重程度管整粒乳白菊重

kg/10a mg/100g株/rrf cm cm 本/rrf kg/10a 覧 g

'一宅盟値一一5.2 3.0ω9 立
上位1叩Oほ場 5.0 3.65 17.6 97.0 19.4 414 541 1. 8 7.77 70.3 4.4 6.6 22. 1 

コシヒカ j
下付10ほ場 5.3 2.5816.294.819.0 385 435 2.1 7.8240.011.117.321.0 

t検定 * 材 料** ** 
一主主主健一ムムームヱ立」ιJL..85.6 2弘L...l_Q2 519 弘6 7.88 83. 1 4.3 1.8 24.4 

あいちのか上位10ほ場 7.5 2.81 16.486.919.9 349 545 0.5 7.90 90.1 1.7 0.8 24.7 
おりSBL下位10ほ場 7.4 3.32 15.9 81. 4 20.0 362 486 1. 1 7.90 71. 7 9.6 3.5 23.8 

t検定 * ** * * 
注)*と**はそれぞれ上位と下位聞に 5%と1%の水準で有意な差があることを示す (t一検定)。

倒伏程度は、 o(無) "-'5 (甚)の 6段階で評価した。
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図5 窒素供給量と基部未熟粒数比及び乳白粒数比との関係 (2011年)

注)供試品種は「コシヒカリ jo n=39o *、料はそれぞれ5%、1%水準で有意であることを示す。
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イントあった。個々の調査項目では梓長でのみ有意な

差が認められ、上位が下位より高かった。なお、「コシ

ヒカリ Jでは認められた土壌培養窒素量については、

差は認められなかった。

出穂後20日間の平均気温について、外観品質低下が

認められる27
0Cを超えたのは「コシヒカリ」のみであ

った。さらに、「あいちのかおり SBLjでは整粒割合が

平均値で一等米の基準である70%を超えていた。これ

らから、 2011年は「コシヒカリ j で高温による外観品

質低下が発生したものの、「あいちのかおり SBLjでは

発生しなかったかごく軽微だ、ったと考えられた。上位

と下位のサンブ。ノレ比較で、は、高温による外観品質低下

が認められた「コシヒカリ」で、土壌からの窒素供給

と関連が深い土壌培養窒素と外観品質との関連性が示

唆された。

4 窒素供給量と外観品質

全国的に発生が認められる夏季の高温条件による外

観品質低下について、窒素施肥量の減少や地力の低下

が助長しているとの報告がある 24) (杉浦ら、投稿中)。

上記の窒素供給と外観品質との関係を確認するために、

「コシヒカリ Jについて、土壌発現窒素量と施肥窒素

量を加えた窒素供給量と、外観品質に関する形質との

関係を検討した。

その結果、整粒割合では明確な傾向は認められなか

ったが、基部未熟粒割合と乳白粒割合では有意な負の

相関が認められた(図 5)。杉浦らは、本県で問題視さ

れる白未熟粒として基部未熟粒を挙げており、土壌発

現窒素量と窒素施肥量を加えた窒素供給量との聞に負

の相闘があることを報告している 16) (杉浦ら、投稿中)。

今回の研究からも、彼らの報告と同様の結果が得られ

た。さらに、今回の研究では乳白粒でも同様の傾向が

認められたことから、本県で発生する障害粒の多くが、

窒素供給量を増やすことで低減できると考えられた。

最後に、近年、本県で外観品質が低下した要因につ

いて論じたい。食味と玄米窒素濃度との聞に負の相関

があることが知られている。このため、生産現場では

窒素施肥量を減少させることにより、食味を向上させ

20 

@

@

 

@
@
 

y =一0.6792x+ 13.82 
R2 = 0.101* 

5 
@ 

• 

ょうとしてきた。近藤や森田は、この食味を重視する

傾向が過度の施肥量減を招き、白未熟粒の発生を助長

するとしている 1， 24)。また、本県の「コシヒカリ j 生

産でも、最適施肥量に比較して窒素成分で1.1 g/ rrl下
回っていることが、杉浦ら(投稿中)により報告され

ている。さらに、土壌からの窒素供給量について、大

豆作による減少や27)、転作回数と負の相関を有すると

の報告が行われている 28)。今回の調査では明確になら

なかったが、本県の西三河地域のように転作歴が進ん

だ地域では土壌窒素供給量の低下が発生していること

が危慎される。以上のように、施肥及び土壌からの窒

素供給量低下が本県で「コシヒカリ」における外観品

質の低下要因であると考えられた。

なお、「あいちのかおり SBLj については、 2011年に

外観品質低下が認められなかったため、詳細な検討は

行わなかった。 2011年の実態調査結果から、白未熟粒

について「コシヒカリ」は基部未熟粒が多かったのに

対し、「あいちのかおり SBLjでは乳白粒が多かった(表

4)。白未熟粒は、種類により発生要因が異なる 29)。

このため、「あいちのかおり SBLj の外観品質を向上さ

せる手法は、「コシヒカリ」と異なる可能性がある。今

後、今回得られた結果を更に綿密に検討するとともに、

年次を重ねた試験により、「あいちのかおり SBLj につ

いても、外観品質を向上する手法の開発を行いたい。
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済連、農協の関係各位には多大なるご協力を戴いた。
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