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東北日本海側地域における水稲収穫後の圃場への石灰窒素散布が漏生イネの

出芽・苗立ちに及ぼす影響

大平陽_1)・白土宏之 1) .山口弘道 2) ・福田あかり 2)

(1)農研機構東北農業研究センター・ 2)農研機構中央農業総合研究センター)

要旨:ホールクロップサイレージ (WCS)用水稲品種および、飼料米用等の多収性水稲品種の種子を秋田県大仙市の水

田圃場に秋季に散播して擬似的に種子が脱落した状態を作出し，石灰窒素の散布によって漏生イネの出芽・苗立ちの

抑制が可能か検討した秋季から春季にかけて圃場表面で種子が越冬する条件では 秋季冬季および春季の石灰窒

素散布 (50g m勺は，いずれも無処理と比較して漏生イネの出芽率を低下させ，特に秋季の石灰窒素散布の効果が高

い傾向にあったその要因として 秋季の石灰窒素散布では 気温が高いことでシアナミドによる種子の休眠覚醒お

よび、発芽阻害の効果が高かったことと その影響が及ぶ期聞が長かったことが推察されたこの他に，石灰窒素を水

稲の漏生抑制に利用する上では，石灰窒素の散布後に一定期間は耕起しないことの重要性が示唆された石灰窒素が

種子に及ぼす影響として休眠覚醒効果とそれに続く発芽阻害効果があるが石灰窒素処理によって短期間に発芽障害

に至る品種で漏生抑制効果が大きかった東北日本海側地域では， wcs用水稲品種および飼料米用等多収性水稲品

種の収穫後，秋季に 10aあたり 50kgの石灰窒素を散布して翌年春季まで耕起しない， もしくは散布後3週間程度は

耕起せずに放置することで 翌春の移植栽培条件における漏生イネの苗立ちは石灰窒素を散布しな川場合と比較して

1/6以下に抑制されることが示された

キーワード:休眠，飼料イネ，水稲，石灰窒素，東北地域，苗立ち，発芽，漏生イネ.

農林水産省の農林水産統計によると，日本における子実

用水稲の作付面積は， 1968~1969 年における約 317 万 ha

をピークとして以後下降の一途をたどり， 2011年の時点で

はピーク時よりも半減している.また， 1997年以降，日本

の食料自給率(供給熱量ベース)は 40%前後と先進国中

では最低水準にある.近年 世界の穀物需給はひっ迫基調

にあるとともに，国際社会情勢は不安定になっており，囲

内における食料の安定供給は極めて重要であるにもかかわ

らず， 日本の食料生産能力は憂慮すべき状況にある. 2010 

年3月に策定された「食料・農業・農村基本計画」では，

2020年度の食料自給率を 50%に引き上げることを目標に

しており，その手段のーっとして，飼料用米等の作付けに

よる水田利活用が挙げられている.

2000年に策定された「食料・農業・農村基本計画」にも

とづいて，ホールクロップサイレージ (WCS)用水稲の作

付けが奨励され， wcs専用の水稲品種がこれまでに多数

育成されている(日本草地畜産種子協会 2012). また，飼

料米用等の生産に適した多収性水稲品種も育成されている

(農林水産省 2009，農業・食品産業技術総合研究機構

2013) .栽培条件が同一で、も， wcs用水稲品種は一般食用

水稲品種と比較して茎葉部と子実部の合計である全重が高

い特性を持ち，飼料米用等多収↑生水稲品種は一般食用水稲

品種よりも子実部の収量が高い さらに，これらのwcs
用水稲品種や飼料米用等多収倒t稲品種は耐倒伏性に優れ

るため，家畜ふん堆肥を水田へ多投入して栽培するのに適

している. したがって，これら品種の利用は圏内飼料の生

産増大ひいては飼料自給率並びに食料自給率の向上につな

がる しかし実際にはwcs用水稲や飼料用米の生産に

一般食用水稲品種を利用している場合が多い.その一因と

して， wcs用水稲品種や飼料米用等多収性水稲品種を栽

培した翌年に一般食用水稲品種を栽培し， wcs用水稲品

種や飼料米用等多収性水稲品種由来の漏生イネが多数出

芽・生育(春日ら 2005，大平ら 2006，岩井・津田 2007)

した場合，これらの玄米が一般食用水稲品種の玄米に混入

して検査等級の低下を生じることが挙げられる.wcs用水

稲品種や飼料米用等多収性水稲品種は長期的に同一圃場に

固定して栽培することが望ましいが，一般食用水稲品種の

栽培に戻す場合や，畑作物・一般食用水稲品種を含めたブ

ロックローテーションにより wcs用水稲品種や飼料米用

等多収↑生水稲品種を栽培した翌年に一般食用水稲品種を栽

培する事例がある.このような場合，上述した漏生イネの

玄米が混入することによる一般食用水稲品種の検査等級低

下の問題が生じる.これらのことから，漏生イネの対策技

術の確立はwcs用水稲品種や飼料米用等多収性水稲品種

の普及および水田の一層の利活用に貢献すると考えられる

これまでに，温暖地において多数のwcs用水稲品種に

ついて種子の越冬能力を調査した結果，供試したほとんど

の品種で，比較的気温の高い年内の秋季に種子を土中に埋

設すると発芽が促進され冬季に枯死することにより，圃場

表面で種子を越冬させるよりも越冬後の発芽能力は低下す
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第 1表各年次の供試品種，播種目移植日，出穂期，収穫日および種子の粒重と水分.

栽培年次 品種 播種目 移植日 出穏期 収穫日
積算気温 粒重 含水率

(t・日) (mg/粒) (%) 

ふくひびき 4月30日 5月25日 8月4日 9月12日 1010 25.8 25.5 

2010年
べこあおば 4月30日 5月25日 8月7日 9月17日 1029 31. 9 23.2 

ホシアオバ 4月30日 5月25日 8月16日 9月29日 1000 29.9 25.7 

萌えみのり 4月30日 5月25日 8月6日 9月16日 1036 24.5 24.7 

きたあおば 5月6日 6月1日 7月18日 8月30日 1053 23.9 18.6 

べこごのみ 4月25日 5月24日 8月3日 9月13日 999 23.4 26.4 

ふくひびき 4月25日 5月24日 8月6日 9月17日 1040 25.3 23.2 

ノ、ノTタキ 4月15日 5月17日 8月9日
2011年

9月22日 1019 19.9 18.5 

北陸 193号 4月15日 5月17日 8月18日 10月6日 987 24.4 19.6 

タカナリ 4月15日 5月17日 8月15日 9月30日 990 21. 4 21. 5 

ホシアオパ 4月15日 5月17日 8月14日 9月30日 1016 30.9 25.3 

萌えみのり 4月25日 5月24日 8月7日 9月19日 1026 24.4 26.2 

きたあおば 5月22日 6月16日 8月2日 9月12日 1060 24.5 23.2 

べこごのみ 5月8日 6月4日 8月5日 9月14日 1026 22.6 19.6 

ふくひびき 4月24日 5月23日 8月5日 9月14日 1026 24.1 18.9 

2012年
夢あおば 4月24日 5月23日 8月6日 9月15日 1028 28.7 16.4 

北陸 193号 4月24日 5月23日 8月20日 10月1日 1023 25.3 25.6 

タカナリ 4月24日 5月23日 8月15日 9月23日 1001 22.5 24.5 

ホシアオパ 4月24日 5月23日 8月14日 9月22日 1006 29.8 24.7 

萌えみのり 4月24日 5月23日 8月6日 9月15日 1028 23.8 19.9 

積算気温は，出穏期から収穫日までの日平均気温の積算値を示す.粒重と含水率は平均値を示す (n= 2).粒重は乾物重.

ること，種子の休眠が浅い品種ほど越冬後の発芽能力は低

下しやすいことが明らかになっている(大平・佐々木

2011). これらのことから，温暖地では，種子休眠の浅い

品種を選択し収穫後の秋耕によって翌年の漏生イネの出

芽・苗立ちを大きく抑制できると考えている.ただし，種

子休眠が比較的浅い品種「クサノホシ」に絞った検討では，

温暖地でも収穫後気温が低下した晩秋あるいは冬季に種子

を土中に埋設すると発芽が進まず，越冬後の発芽力は圃場

表面で種子を越冬させた場合と同等となった(大平・佐々

木 2010). したがって，温暖地では，秋耕の時期を逸した

場合や種子休眠が深い品種に対する漏生イネ対策が課題と

なっている.寒冷地では，前述したような種子休眠性が異

なる品種を多数用いて越冬能力を検討した報告は見当たら

ないが，東北中南部太平洋地域において品種「ホシアオノリ

と「夢あおば」では，秋季に種子を土中に埋没させるより

も，圃場表面で種子を越冬させた方が未発芽稔実籾の割合

が低下し，秋耕した場合と比較して秋耕しないことで漏生

イネの発生は低減することが示唆されている(大川・辻本

2009). その一方，東北日本海側地域において，圃場表面

で種子を越冬させても wcs用水稲品種や飼料米用等多収

↑封t稲品種の漏生イネが多発する場合が散見された(大平

私信).冬季に積雪の多い東北日本海側地域と乾燥しやす

い東北中南部太平洋地域とでは 種子の越冬条件が大きく

異なるために漏生イネの発生生態が異なる可能性がある

が，寒冷地においても積極的な漏生イネ対策が必要と考え

られる.寒冷地において積極的にwcs用水稲品種や飼料

米用等多収性水稲品種の漏生イネの苗立ちを抑制する手段

としては，移植栽培において特定の除草剤を散布すること

である(大平ら 2013). ただし，この方法でも漏生イネの

苗立ち抑制効果が不十分な場合があり，寒冷地における漏

生イネ防除技術の一層の開発が重要である.

石灰窒素由来のシアナミド溶液処理は，水稲の種子に対

して休眠覚醒効果を持つとともに 一定以上の量および処

理期間で発芽を阻害する効果を持つことが明らかになって

いる(大平ら 2014). また，水稲と同じイネ科のノピエの

防除を目的として，石灰窒素を水稲収穫後 1週間以内に水

田に散布する方法が農薬登録されている(日本石灰窒素工

業会 1999). したがって 石灰窒素を wcs用水稲品種や

飼料米用等多耽|生水稲品種の収穫後の圃場に散布すること

で，温暖地において種子休眠の深い品種を栽培した場合や

寒冷地における積極的な漏生イネ防除に利用できる可能性

がある. しかしながら，これまでに圃場における石灰窒素

散布による漏生イネの防除効果を検討した報告はごくわず

かである(大平ら 2008).

本研究では，積雪寒冷地である東北日本海側に位置する

圃場において，収穫後の水田にwcs用水稲品種および飼

料米用等多収性水稲品種の種子を散播して擬似的に種子が

脱落した状態を作出し，石灰窒素の散布が漏生イネの出芽・

苗立ちに及ぼす影響を検討したまた，石灰窒素に水を加

えて調製したシアナミド溶液により休眠覚醒処理した種子
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第2表供試品種の用途，栽培適地および育成に関する情報

品種 用途 栽培適地 交配組み合わせ 穏発芽性

日本型(ただし交配親あるいは交配系譜にインド型あるいは日印交雑型品種・系統がある)

きたあおば wcs用・飼料米用 北海道全域 夢あおば/初雫//ななつぼし

ぺこごのみ wcs用・飼料米用 東北中北部 ふくひびき /97UK-46

wcs用・飼料米用 東北中南部

wcs用・飼料米用 東北中部以南

ふくひびき

べこあおば

夢あおば

ホシアオパ

wcs用・飼料米用 東北中南部，北陸および関東以西

コチヒピキ/奥羽 316号

オオチカラ/ミズホチカラ

上 321/ふくひびき

易

やや易

やや易

中

やや易

インド型

ハバタキ

北陸 193号

タカナリ

日本型

wcs用・飼料米用 東北南部以南 中国 113号/オオチカラ

東海，近畿，中国，四国の山間部を除く平坦地域 密陽42号/密陽25号

wcs用・飼料米用 北陸および関東以西 上344/桂朝2号

飼料米用 関東-東海以西 密陽42号/密陽25号

中

やや難

極難

萌えみのり 一般食用 東北中部以南 南海 128号/はえぬき 難

栽培適地は，稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル(日本草地畜産種子協会 2012)と飼料用米の生産・給与技術マニュアル(農業・食品産

業技術総合研究機構 2013)に基づき， iハパタキJ，iタカナリ」および「萌えみのり jについては品種育成に関する文献(小林ら 1990，井辺

ら2004，片岡ら 2007)に基づく.ハバタキは前記マニュアルに掲載されていないが，多収のインド型品種である(小林ら 1990).穂発芽性は，

農研機構・作物研究所が提供している「イネ品種・特性データベース検索システム (http://ineweb.narα.甜 'c.go.jp/ind出 .html)Jあるいは前述し

た品種育成に関する文献に基づき， i一」は情報がなかったことを示す.

の圃場における越冬能力とその機作について検討した

材料と方法

1. 供試品種の栽培と種子調製

2010年から 2012年に，第 1表に示す品種を東北農業研

究センタ一大仙研究拠点内の水田(秋田県大仙市，北緯

39029'・東経 140029'，標高 30m，細粒褐色低地土)で栽

培した供試品種は， wcs用あるいは飼料米用として実

際に栽培されている品種であり，これらの品種の特性およ

び育成に関する情報を第2表に示す.2011年と 2012年には，

越冬能力との関連が示唆されている種子休眠性(大平・

佐々木2011)に対して密接な関係にある穂発芽性が異なる

品種を，東北農業研究センタ一大仙研究拠点でも栽培可能

なインド型品種も含めて選定した(第 1表，第2表).い

ずれの年次にも，一般食用水稲品種として，穂発芽性が「難」

の日本型品種「萌えみのり」を供試したなお，寒冷地に

おける湛水直播湛水管理条件での苗立ちの良否は，萌えみ

のりキふくひびき>ベこごのみとホシアオパ>べこあおば

>夢あおば>きたあおば>タカナリ主ノ、ノTタキキ北陸 193

号であることが報告されている(福田ら 2010).

育苗培土を詰めた苗箱に催芽した種子を播種した播種

量は苗箱当たり乾籾 100gとした播種目および移植日は

第1表に示した.2011年と 2012年では，供試品種の早晩

性に応じて播種目と移植日を調整した播種後25-32日

の苗を 5月 17日-6月 16日に条間 30cm，株間 15cmで1

株 1本植えした基肥は， N， P20S， K20をそれぞれ6g

m，2 (コープケミカル， くみあい硫加燐安 11号)施用し

追肥は，幼穂形成期にNを2gm，2 (宇部興産，硫安)施用

したただし， 2012年の「きたあおばjのみ倒伏抑制のた

めに追肥を行わなかった.病害虫防除は慣行に準じた.

出穂後の積算温度が987-1060"C・日に到達した時期に

手刈りし， 1-2日間風乾した風乾後，脱穀(白川農機

具製作所，試験用小型脱穀機 R・7)，風選(本山製作所製，

種子自動精選機)して種子を調製した調製した種子は，

乾燥を防ぐために圃場に設置するまでポリ袋に入れて保管

した.

種子200-300粒を用いて 105
0C3日間の乾燥後に乾物重

を測定し，種子 1粒当たりの乾物重と含水率を算出した

測定は 2反復で行った

2. 石灰窒素散布時期が漏生イネの出芽に及ぼす影響

(試験A)

圃場表面で水稲種子が越冬する条件において，石灰窒素

散布時期が漏生イネの出芽能力に及ぼす影響を明らかにす

ることを目的とした 2010年-2012年の 10月8-13日に，

調製した種子を圃場表面に散播した各年次の供試品種は

第3表に示した播種量は， 1処理区に付き，いずれの品

種も 2010年が800g m，2 (播種面積 50cm X 50 cm)， 2011 

年が600gm，2 (同 32cm X 25 cm)， 2012年が800gm，2 (同

32cm X 25cm) とした播種直後に鳥害回避のために防鳥

網を設置した石灰窒素(粒状石灰窒素 55，電気化学工業)

の散布は，播種翌日(秋季処理)，積雪前の 11月22-24

日(冬季処理)，雪解け後の 4月 14-20日(春季処理)とし，

散布量はいずれも 50g m，2とした また，石灰窒素を散布

しない無処理を設けた.試験区の配置は3反復乱塊法とし，

種子は全て圃場表面で越冬させた.4月22-30日に防鳥網

を撤去し直後に耕転機で耕起(ロータリー耕)を行って

種子を土中に埋没させて鎮圧したその後の入水・代かき，
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第3表石灰窒素散布時期が漏生イネの出芽率(%)に及ぼす影響

(試験A).

2010年秋季 2011年秋季 2012年秋季
石灰窒素

散布時期
2011年春季 2012年春季 2013年春季

品種

ふくひびき 無処理 0.121 a 0.107 a 1. 206 a 

0.077 c 

0.170 bc 

0.495 b 

秋季 0.006 b 0.000 b 

冬季 0.006 b 0.015 b 

春季 0.035 b 0.030 b 

べこあおば無処理 0.007 a 

秋季 0.000 a 

冬季 0.000 a 

春季 0.000 a 

ホシアオバ無処理 0.054 a 

秋季 0.007 b 

冬季 0.007 b 

春季 0.013 ab 

べこごのみ無処理 0.074 a 

秋季 0.000 b 

冬季 一 0.015 ab 

春季 一 0.059ab 

夢あおば無処理 一 一 1. 485 a 

秋季 一 一 0.268 c 

冬季 一 一 0.376 c 

春季 一 一 0.876 b 

萌えみのり 無処理 0.179a 0.230a 1.732a 

秋季 o . 070 b 0 . 031 b 0 . 495 c 

冬季 o . 103 b 0 . 046 b 0 . 634 c 

春季 o . 092 b 0 . 107 b 0 . 944 b 

品種平均 無処理 o . 090 a O. 137 a 1.474 a 

秋季 o . 021 b 0 . 010 d 0 . 280 c 

冬季 o . 029 b 0 . 025 c 0 . 393 c 

春季 0.035b 0.066b 0.772b 

分散分析

散布時期の効果 *** *** *** 
品種の効果 *** *** *** 
交互作用 Ns Ns Ns 

「一」は供試していないことを示す 同一年次・時期で同一品種内

において同ーの英文字聞には 5%水準で有意差がないことを示す

(1i叫cey法). *帥は 0.1%水準で有意であることを示し， Nsは5%

水準で有意でないことを示す.

水稲の栽培は実施しなかった 5 月中旬~6 月上旬に土壌

が過乾燥になったため，適宜走水を実施したいずれの年

次も 6 月 26~28 日に漏生イネの出芽数を調査し種子重

と播種量から算出した播種数で除して出芽率を算出した

3. 秋季の石灰窒素散布および年内の耕起が翌年の代か

きした水田における漏生イネの苗立ちに及ぼす影響

(試験 B)

秋季に石灰窒素を散布して一定期間経た年内に耕起を行

い，翌年に代かきした水田において，石灰窒素を散布しな

かった場合および秋季に石灰窒素を散布せず年内に耕起し

て翌春に石灰窒素を散布した場合との漏生イネの苗立ちに

及ぼす影響を比較した 2011年および2012年の 10月 11

~13 日に，調製した種子を圃場表面に散播した.各年次

の供試品種は第4表に示した播種量は， 1処理区に付き，

いずれの品種も 2011年が300g m-2 (播種面積 80cmx60

cm)， 2012年が400g m-
2 (同 90cm x 80 cm) とし た播

種直後に烏害回避のために防鳥網を設置した石灰窒素(粒

状石灰窒素 55，電気化学工業)を播種翌日に 50g m-2で各

試験区に散布した(秋季処理).また，石灰窒素を散布し

ない無処理を設けた.石灰窒素散布後， 21~24 日経過した

11 月 4~5 日に防鳥網を外し，耕転機で耕起(ロータリー耕)

を行って種子を土中に埋没させた 2011 年秋季~2012 年

春季の試験では，秋季の石灰窒素処理と無処理の 2処理と

しそれぞれを主区，品種を副区とする 2反復分割区法と

した また， 2012 年秋季~2013 年春季の試験では，秋季

の石灰窒素処理と無処理に加えて， 2013年4月22日に石

灰窒素を散布する春季処理を設けて 3処理としそれぞれ

を主区品種を副区とする 3反復分割区法としたなお，

石灰窒素春季処理は，前年の秋季に耕起して種子が土中に

埋没した状態で実施した 2012年4月25日と 2013年4月

23日に耕転機で耕起(ロータリー耕)したいずれの年

次も 5 月 20~22 日に閏場に入水し， 5 月 21~24 日に代か

きした 2012年 5月25日と 2013年 5月29日に，播種後

27~30 日間育成した「ふくひびき」の百を機械移植し，移

植直後にピラゾレート粒剤を散布したなお，ピラゾレー

ト粒剤は水稲の湛水直播栽培で、播種直後に散布可能な除草

剤として農薬登録されており 本研究で供試した全ての品

種の漏生イネの苗立ちにほとんど影響が生じないことを確

認している(データ省略).移植後 28~29 日目に移植株の

聞の漏生イネの本数を調査し 種子重と播種量から算出し

た播種数で除して苗立ち率を算出した

4. 石灰窒素由来のシアナミド溶液処理した種子の越冬

後の発芽能力(試験 C)

石灰窒素由来のシアナミド溶液処理あるいは 30
0C条件に

一定期間曝す休眠覚醒処理を水稲種子に施し，無処理の種

子も含めて圃場表面あるいは土中で越冬させて発芽能力を

比較することで，秋季の石灰窒素処理が種子の越冬能力に

及ぼす影響をより詳細に検討することを目的とした 2012

年に栽培して得られた「ふくひびきJ. I夢あおばJ，Iタカ

ナリ」および「萌えみのり jの種子を既報(大平ら 2014)

に準じて作成した石灰窒素由来のシアナミド溶液(石灰窒

素 0.12% (w/v)) に15
0

C条件で 5日間浸漬した.なお，

本処理は， Iタカナリ」と「萌えみのり」の種子に対して

休眠覚醒効果を持つことが明らかになっている.この他に，

30
0C条件で 17日間の休眠覚醒処理 (30

0C17d処理)を施

した種子を準備したこれらの休眠覚醒処理した種子およ
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第 4表石灰窒素散布が漏生イネの百立ち率(%)に及ぼす影響(試

験 B)

品種

2012年秋季
素

期

窒

時
灰

布
石

散

無処理

秋季

春季

無処理

秋季

春季

ふくひびき 無処理

秋季

きたあおば

べこごのみ

春季

ハバタキ 無処理

秋季

春季

夢あおば 無処理

秋季

春季

北陸 193号 無処理

秋季

春季

タカナリ 無処理

秋季

春季

ホシアオバ 無処理

秋季

春季

萌えみのり 無処理

秋季

春季

品種平均 四

季

季

制

秋

春

2011年秋季

2012年春季

0.051 a 

0.010 a 

2013年春季

0.125 a 

0.011 b 

0.103 a 

0.101 a 

0.003 b 

0.078 a 

0.141 a 

0.007 b 

0.144 a 

0.022 a 

0.000 b 

0.034 a 

0.000 a 

0.008 a 

0.000 a 

0.021 a 

0.000 b 

0.183 a 

0.012 b 

0.167 a 

0.071 a 

0.000 b 

0.051 a 

0.065 a 

0.010 b 

0.069 a 

0.069 a 

0.005 b 

0.064 a 

0.409a 

0.041 b 

0.481 a 

0.146 a 

0.011 b 

0.145 a 

0.019 a 

0.000 a 

0.029 a 

0.014 a 

0.057 a 

0.023 b 

0.030 a 

0.006 b 

分散分析

散布時期の効果

品種の効果

交互作用

*** *** 
* *** 
Ns *** 

i-Jは供試していないことを示す 同一年次・時期で同一品種内

において同ーの英文字聞には 5%水準で、有意差がないことを示す

(LSD法). *と***は，それぞれ 5%および0.1%水準で有意で=あ

ることを示し. Nsは5%水準で有意で、ないことを示す

ぴ無処理の種子の発芽率を 3反復で調査した 発芽率は，

i慮紙を敷いたシャーレ(直径90mm) に蒸留水 10mLを加

え，種子 100粒を置床して暗所30
0Cの条件において，幼芽

長が2mmに達した種子を発芽種子として算出した前述

の休眠覚醒処理した種子および無処理の種子の越冬後の発

芽能力および発芽の痕跡のある種子の割合は既報(大平・

佐々木2011)に準じて調査した.すなわち，種子25gをネツ

ト (23x 32 cm. タマネギ袋)に入れ. 2012年 10月 12日

に圃場表面および深度 15cmの土中に 3反復乱塊法で設置

した 2013年4月15日に種子を回収し，泥などを洗い流

した後，イプコナゾール (5.0%)・銅 (3.0%)水和剤 20

倍液に 10分浸漬して消毒を行い，その後1日間風乾して

発芽率を調査した.越冬処理後の発芽率の調査に供した種

子の中で，発芽後に枯死した幼芽が確認できる種子数と籾

殻の一部に穴が空き発芽したと判断できる種子数を計測

し，これらを発芽痕のある種子としてその割合を算出した

5. 気象データおよび雪中温度の測定と降雪状況の把握

種子を圃場に設置し漏生イネの出芽および苗立ちの調

査を完了するまでの期間における平均気温と降水量は，気

象庁のAMeDASデータ(測定ポイント:東北農業研究セン

ター大仙研究拠点敷地内)を用いた.また 2012年 12月~

2013年3月の積雪期間のみ，土壌表面にデータロガー

(Thermo recorder TR-51S. T&D co叩oration) を設置し. 1 

時間毎の雪中の温度を測定した.積雪の開始および雪解け

については使用圃場の目視による達観調査によった

6. 統計解析

統計解析は SAS(ver. 9.4)を用いて行った 石灰窒素散

布時期ごとの漏生イネの出芽率・苗立ち率，休眠覚醒処理

ごとの越冬前後の種子の発芽率および越冬後の発芽痕のあ

る種子の割合に関する統計的検定は. Gomez and Gomez 

(1983) にしたがって，データの範囲に応じて平方根変換

または逆正弦変換した数値に対して行った

結 果

1. 採種用水稲の生育，調製した種子の粒重・含水率お

よび気象概要

供試品種の出穂期は. 2010 年が 8 月 4~16 日. 2011年

が 7 月 18 日 ~8 月 18 日. 2012 年が 8 月 2~20 日であった

(第 1表) 出穂期が最も遅かった「北陸 193号」は収穫日

を 10 月 1~6 日としたが秋季の低温による登熟不良は認

められなかった 2011年に栽培した「きたあおば」は転び

型の倒伏をし，達観調査で倒伏程度は 3(0 無~5 甚)であっ

た(図表省略).それ以外では，いずれの品種も倒伏は皆

無であった

種子の粒重は 19. 9~31 . 9 mgであった(第 1表).いず

れの試験年次にも供試した「ふくひびきJ.IホシアオパJ
および「萌えみのり」は種子の粒重がそれぞれ 24.1~

25.8 mg. 29. 8~30. 9 mgおよび23. 8~24 . 5 mgであり，

年次が異なっても品種間差異は保たれていた(第 1表)• 

一方，種子の含水率は，収穫後の乾燥期間を 1~2 日とし

たため収穫直前の降雨あるいは日照の影響を受け，例えば

「ふくひびき」の 2010年の種子は含水率が25.5%であっ

たのに対して 2012年は 18.9%と品種によっては年次間差

が大きかったまた，年次が異なると種子含水率の品種間
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2. 石灰窒素散布時期が漏生イネの出芽に及ぼす影響

(試験 A)

分散分析の結果，石灰窒素散布時期が漏生イネの出芽率

に及ぼす影響は，いずれの年次も 0.1%水準で有意で、あっ

た(第 3表) また，いずれの年次も漏生イネの出芽率に

0.1%水準で、品種間差異が認められた 一方，漏生イネの

出芽率に及ぼす石灰窒素散布時期と品種の交互作用は認め

られなかった.

石灰窒素を散布せずに圃場表面で種子を越冬させ，雪解

け後に耕起した無処理では， 出芽率が 2010 年秋季~2011

年春季の試験では O.007~0. 179%. 2011 年秋季~2012 年

春季の試験では O.074~0. 230%， 2012 年秋季~2013 年春

季の試験では 1.206~1. 732%であり，それぞれの年次で

品種間差が認められるとともに，年次による差異も認めら

れた(第3表).

出芽率は，多くの品種で石灰窒素処理によって無処理よ

りも低くなった(第3表) 特に秋季の石灰窒素処理で低

い傾向にあった いずれの年次にも供試した「ふくひびき」

と「萌えみのりjについてみると，秋季の石灰窒素処理に

よって. iふくひびき」の出芽率は無処理と比較して1/16

以下に低下した 一方「萌えみのり」では，秋季の石灰窒

素処理の出芽率は無処理の出芽率の約 1/3~1/7 であった

以上より，圃場表面で種子が越冬する条件では，石灰窒

素を散布する ことで漏生イネの出芽率が低下し漏生イネ

第 l図

差異の傾向も異なった

種子を圃場に設置した 10 月 8~13 日では， 2010年の日

平均気温(以下，気温)が 17t台と最も高く， 2011年と

2012 年は 13~15t で、あった (第 l 図). 10月第4半旬~第

6半旬の気温は 2011年が最も高かった 水稲種子の発芽限

界温度は.5t (姫田 1970).8
0

C (李・田口 1969).10t (井

上 1935). 8~10t (佐々木 1974)， 9~12t (五十嵐 ・笹

原 1990)などと報告されており，仮に 10tを発芽限界の

目安とすると，いずれの年次も， 10 月第 6 半旬~11 月第

2半旬から 10tを下回り始め それ以降年内は低下傾向に

あった (第 1図).また，いずれの年次も 2月中下旬から

気温が上がり始め， 4 月 第 4~6 半旬以降に 10t を超えた

なお，積雪が約 20cmを超えると，土壌表面に設置したデー

タロガーで測定した温度はotであった(図表省略)• 

日降水量を積算した半句ごとの降水量(以下，降水量)は，

いずれの年次も種子設置後の 10月第3半句では 20mm超

であった(第 1図).その後年内に降水量がOmmとなる

半匂はなかった

降雪はいずれの年次も 11月下旬からあったが，田面が

見えなくなる積雪はいずれの年次も 12 月第 2~3 半句から

であり，それ以降，翌年の 4 月 第 2~3 半旬まで根雪の状

態になった(第 1図)
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第2図 石灰窒素処理が漏生イネの苗立ちに及ぼす影響(試験B2012年秋季-2013年春季)

写真撮影は 2013年6月26日 矢印は漏生イネを示す

無処理の苗立ち率が高かった 2012 年秋季~2013 年春季

の試験において，秋季の石灰窒素処理と無処理とで苗立ち

率を比較すると， I北陸 193号jでは秋季の石灰窒素処理

で苗立ちが皆無となり，それ以外の品種では，秋季の石灰

窒素処理により苗立ち率は 1/6~ 1 /30 に低下 した(第 4 表)

以上より，秋季に石灰窒素を散布して 3週間程度経過し

た後に耕起し，翌年に実際の移植栽培と同様の条件を設定

すると，漏生イネの苗立ちは，石灰窒素を散布しなかった

場合および秋季に石灰窒素を散布せず年内に耕起して翌春

に石灰窒素を散布した場合と比較して 1/6以下になること

が示された

石灰窒素散布時期が秋季>冬季>春季の発生抑制効果は，

の関係にあった

4. 石灰窒素由来のシアナミド溶液処理した種子の越冬

後の発芽能力 (試験 C)

越冬前の発芽率，越冬後の発芽率および発芽痕のある種

子の割合のいずれにおいても，休眠覚醒処理の効果と品種

の効果は，分散分析の結果 0.1%水準で有意であった(第

5表) また，休眠覚醒処理の効果と品種の効果の交互作用

は，圃場表面で越冬した場合の発芽痕のある種子の割合が

5%水準で有意であり，それ以外の項目は 0.1%水準で有

意であった

「ふくひびき」の休眠覚醒無処理の種子における越冬前

の発芽率は，置床後 5日目に 20.0%であり，置床後 20日

目には 95.3%に達した(第 5表) 一方， I夢あおば」は

置床後 20日目の発芽率が60.3%，I萌えみのり」ゃ「タ

カナリ」では 3.0~19. 0%であり 種子休眠の深さは「ふ

くひびきJ< I夢あおばJ< I萌えみのりJ< Iタカナ リ」

であった「ふくひびき」では 発芽試験前に 30
0C17d処

理を施すと休眠覚醒し，発芽率が置床後 5日目には

3. 秋季の石灰窒素散布および年肉の耕起が翌年の代か

きした水田における漏生イネの苗立ちに及ぼす影響

(試験 B)

2011 年秋季~2012 年春季の試験における石灰窒素無処

理に対する秋季の石灰窒素散布の効果および2012年秋季

~2013 年春季の試験における石灰窒素散布時期の効果は，

分散分析の結果0.1%水準で、有意で、あった(第4表) また，

いずれの年次も漏生イネの苗立ち率に 5%水準で品種間差

異が認められた 漏生イネの面立ち率に及ぼす秋季の石灰

窒素散布処理と品種の交互作用は， 2011 年秋季~2012 年

春季の試験では 5%水準で有意で、はなかったが， 2012年秋

季~2013 年春季の試験では 0.1%水準で有意であった.

石灰窒素を散布しなかった無処理では，苗立ち率が2011

年秋季~2012 年春季の試験では O. 008~0. 057%， 2012年

秋季~2013 年春季の試験では o. 065~0 . 409%であった(第

4表) いずれの年次も，インド型品種である「タカナリJ，
「北陸 193号jは苗立ち率が低かった 逆に， I萌えみのりJ
は苗立ち率が高かった

2011 年秋季~2012 年春季の試験では，無処理と秋季の

石灰窒素処理とで苗立ち率に 5%水準での有意差が認めら

れる品種と認められない品種があったが，平均値で比較す

ると，秋季の石灰窒素処理によって苗立ち率は有意に低下

した(第4表).2012 年秋季~2013 年春季の試験では，い

ずれの品種も秋季の石灰窒素処理によって苗立ち率は無処

理よりも低くなった.一方，春季の石灰窒素処理では，苗

立ち率は無処理と同等で、あった(第4表，第 2図)• 



大平ら一一石灰窒素が漏生イネの出芽・苗立ちに及ぼす影響 29 

第 5表石灰窒素による休眠覚醒処理が越冬後の種子の発芽能力に及ぼす影響(試験C).

越冬前の発芽率(%) 越冬後の発芽率(%) 発芽痕のある種子

品種 休眠覚醒処理 置床後 置床後 (置床後20日目) の割合(%)

5日日 20日目 圃場表面 土中埋設 園場表面 土中埋設

ふくひびき 無処理 20.0 b 95.3 a 23.0 a 19.7 a 11.2 a 13.7 c 

30"C 17d処理 86.0 a 97.3 a 6.3 b 0.3 b 11.0 a 60.3 a 

石灰窒素処理 24.7 b 58.0 b 0.3 c 1.0 b 15.5 a 24.3 b 

夢あおば 無処理 7.3 b 60.3 b 18.7 a 20.3 a 12.5 b 13.5 b 

30"C 17d処理 72.3 a 94.7 a 13.7 a 14.3 a 14.7 b 34.8 a 

石灰窒素処理 12.3 b 74.7 b 2.3 b 16.7 a 23.8 a 24.8 ab 

タカナリ 無処理 0.7 c 3.0 c 9.7 b 12.0 a 5.7 b 4.5 c 

30"C 17d処理 32.7 a 37.3 b 14.3 a 7.7 a 6.7 b 17.8 b 

石灰窒素処理 14.0 b 80.0 a 7.3 c 0.7 b 18.2 a 52.0 a 

萌えみのり 無処理 2.3 b 19.0 b 27.0 a 28.3 a 10.0 b 8.2 b 

30"C 17d処理 20.7 a 78.0 a 16.3 ab 16.3 b 12.2 b 25.2 a 

石灰窒素処理 23.0 a 78.3 a 11.3 b 23.3 ab 25.3 a 23.3 a 

分散分析

休眠覚醒処理の効果 **キ *** キ** *** *** *** 
品種の効果 キ** *** *** **キ *** **キ

交互作用 *市* *キキ *** *** キ *権第

同一品種内の同ーの英文字問には 5%水準で有意差がないことを示す (LSD法). *と料*は，それぞれ5%および0.1%水準で有意であるこ

とを示す.

86.0%に達した. 1夢あおばJ， 1タカナリ」および「萌え

みのり」でも. 30t 17d処理によって置床後5日目および

置床後20日目の発芽率は休眠覚醒無処理よりも高くなり，

休眠覚醒効果が認められたただし発芽率自体は品種に

よって大きく異なり. 1タカナリ」では 30
0C17d処理を施

しでも置床後 20日目の発芽率は 37.3%であった「ふく

ひびき」では，発芽試験前に石灰窒素処理を施すと，置床

後5日目の発芽率は24.7%と休眠覚醒無処理と差が無かっ

たが，置床後20日目の発芽率は 58.0%と30
0

C17d処理よ

りも低くなり，発芽が阻害された「ふくひびき」と同様

の石灰窒素処理の影響が「夢あおば」でも認められた一

方. 1タカナリ」と「萌えみのり」では，石灰窒素処理を

施すと置床後5日目および置床後20日目の発芽率が休眠

覚醒無処理よりも高くなり，休眠覚醒効果が認められた

特に「タカナリ」では，置床後20日目の発芽率が80.0%

と30
0

C17d処理の 2倍以上になった

休眠覚醒無処理の種子の越冬後の発芽率は，圃場表面で

越冬した場合に 9.7~27.0%. 土中で越冬した場合に

12. 0~28 .3%であった(第 5表).同一品種について休眠

覚醒無処理の種子の越冬後の発芽率を圃場表面で越冬した

場合と土中で越冬した場合とで比較すると. 1タカナリ」

のみ土中で越冬した場合の方が 5%水準で有意に越冬後の

発芽率が高かったが，その差はわずか2.3ポイントであり，

他の品種では設置位置による有意な差は認められなかっ

た 越冬後の発芽率には品種間差異があり. 1タカナリ」

<1ふくひびき」ー「夢あおばJ< 1萌えみのり」で、あった.

「タカナリ」の圃場表面で越冬させた休眠覚醒無処理を除

くと. 30
0C 17d処理や石灰窒素処理を施すことで越冬後の

発芽率は休眠覚醒無処理と比較して同等か低くなった

30
0

C 17d処理を施すことで，休眠覚醒無処理よりも有意に

越冬後の発芽率が低くなったのは，圃場表面および土中で

越冬させた「ふくひびき」と土中で越冬させた「萌えみの

りJであったまた，石灰窒素処理を施すことで，休眠覚

醒無処理よりも有意に越冬後の発芽率が低くなったのは，

圃場表面および土中で越冬させた「ふくひびき」と「タカ

ナリJ.圃場表面で越冬させた「夢あおば」と「萌えみのり」

であった.

土中で越冬させると，発芽痕のある種子の割合は休眠覚

醒無処理と比較して石灰窒素処理および、30
0C17d処理の方

がいずれの品種も高い傾向にあった(第5表).さらに「タ

カナリ」では，発芽痕のある種子の割合は 30t17d処理と

比較して石灰窒素処理の方が高かった一方.1ふくひびきj

では，発芽痕のある種子の割合は 30
0

C17d処理の方が石灰

窒素処理よりも高かった圃場表面で越冬させると. 1ふ
くひびき」以外の品種では，発芽痕のある種子の割合は休

眠覚醒無処理および30
0

C17d処理よりも石灰窒素処理の方

が高かった

「ふくひびき」に 30
0

C17d処理を施して土中で越冬させ

た場合や「タカナリjに石灰窒素処理を施して土中で越冬

させた場合のように，発芽痕のある種子の割合が 50%を

超えると越冬後の発芽率が 1.0%以下であった(第 5表)• 

ただし全ての品種を込みにして，種子の設置位置別に越

冬後の発芽率と発芽痕のある種子の割合の関係を検討しで

も，有意な負の相関関係は認められなかった(図表省略)• 
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以上より，品種および種子の圃場設置位置によっては，

秋季に種子の休眠覚醒処理を行ったのみで越冬後の発芽能

力の低下を図ることが可能な場合があったしかし，秋季

における石灰窒素由来のシアナミド港液処理によって，種

子の圃場設置位置にかかわらず明瞭に越冬後の発芽能力が

低下したのは，越冬前に休眠覚醒のみでなく発芽障害を生

じるまでシアナミド溶液の効果が及んだ、「ふくひびき」の

事例で、あった

考察

本研究により，東北日本海側地域においてwcs用水稲

品種および、飼料米用等多収性水稲品種の収穫後，闘場に石

灰窒素を散布することによって翌年の漏生イネの出芽・苗

立ちは抑制される可能性が示されたただし石灰窒素の

散布時期によってその効果は異なるとともに，品種によっ

ても石灰窒素の効果は異なっていた 以下，これらの差異

の要因を考察するとともに 必要となる漏生イネの苗立ち

抑制程度，漏生イネを防除する上で想定される石灰窒素の

利用方法および今後の課題について論じる.

1. 石灰窒素による漏生抑制効果の差異とその要因

秋季に種子を圃場表面に設置後，春季まで耕起をしな

かった試験Aでは，漏生イネの出芽率は，秋季の石灰窒素

散布の方が冬季や耕起前である春季の石灰窒素散布よりも

低い傾向にあった(第3表).筆者らはこれまでに，石灰

窒素量に応じて，ある一定の期間までは石灰窒素処理に水

稲種子の休眠を覚醒させる効果があり，その期間を超える

と石灰窒素処理に発芽を阻害する効果があることを報告し

ている(大平ら 2014). また，種子に対する石灰窒素の処

理期間を一定とした場合 3-15
0

Cの範囲では処理時の温

度が高いほど発芽阻害効果は高いことを明らかにしている

(大平ら 2012a). したがって，本研究で認められた秋季の

石灰窒素散布の高い効果は，石灰窒素を散布した時期の気

温が高かったこと(第 1図)と，石灰窒素が種子に影響を

及ぼす期聞が長かったことによると推察された

試験Aでは，春季の石灰窒素散布でも無処理と比較して

漏生イネの出芽率を低減する効果が認められた(第3表)• 

一方，試験Bでは，春季の石灰窒素散布と無処理とで漏生

イネの苗立ち率に差異は認められなかった(第4表).両

試験の実施方法に関する差異は，試験Aでは種子が圃場表

面に存在する状態で春季に石灰窒素を散布し，その後8-

11日目に耕起したのに対し試験Bでは秋季に一度耕起

をして種子が土中に埋没した状態で春季に石灰窒素を散布

し，その翌日に耕起したことである これまでに，密封・

乾燥状態で種子の近傍に石灰窒素が存在しでも種子の発芽

能力に影響はないが，密封条件の湿らせた櫨紙上で種子と

石灰窒素を近傍に存在させると発芽が阻害されたことか

ら，石灰窒素の効果を発揮させるためには，水分が必須と

考えている(未発表データに基づく).試験Bでは，圃場

表面で種子と石灰窒素とが存在する期間を設けておらず，

このことが試験Bにおいて春季に石灰窒素を散布しでも漏

生イネの苗立ちに影響を及ぼさなかった要因と考えられ

たまた，石灰窒素を水稲の漏生抑制に利用する上で、は，

秋季散布であっても石灰窒素の散布後に一定期聞は耕起し

ないことの重要性が示唆された秋季の石灰窒素散布後に

耕起せずに種子を越冬させる方法が漏生抑制に一層効果的

である点は後述するが，腐熟促進など漏生抑制効果以外の

効果を得ることも目的として秋季に耕起したい場合，石灰

窒素を散布して約3週間後に耕起すると翌年の漏生イネの

苗立ちは抑制されることが本研究の試験Bの結果から示さ

れた今後は，漏生の十分な抑制に最低限必要な石灰窒素

散布から耕起までの期間を明らかにする予定である.

試験Aおよび試験Bのいずれの年次・試験にも供試し

た「萌えみのり」と「ふくひぴき」について，石灰窒素無

処理と秋季の石灰窒素処理との出芽率あるいは苗立ち率を

比較すると， 1萌えみのり」では秋季の石灰窒素処理によっ

て出芽率あるいは苗立ち率が1/2-1/10に低下した(第3

表，第4表).一方， 1ふくひぴき」では，試験によっては

出芽率あるいは苗立ち率が皆無となり，それ以外でも1/16

-1/20に低下した. したがって 「ふくひびき」は「萌え

みのり」よりも石灰窒素による漏生抑制効果が大きかった

と言える.また，試験Cでは，同じシアナミド溶液処理で

も，圃場設置前の「萌えみのり」の種子は休眠覚醒したの

みであったのに対し， 1ふくひびきJでは発芽障害を生じ

た(第5表).前報(大平ら 2014) において， 1ふくひびき」

もある一定のシアナミド濃度・処理期間では休眠覚醒し

発芽が速やかになることを明らかにしている これらのこ

とから， 1ふくひびき」は「萌えみのり」に比較して同量

の石灰窒素処理において早い段階で休眠覚醒した後に発芽

障害に至ったと考えられる.また，休眠覚醒や発芽障害を

引き起こす石灰窒素中のシアナミドは自然条件下で次第に

分解される(日本石灰窒素工業会 1999) ことから，石灰窒

素処理後，短期間に影響を受けて発芽障害に至りやすい品

種ほど，寒冷地では石灰窒素による漏生抑制効果が高いと

推察された

本研究では， 30"C 17d処理あるいは石灰窒素処理によっ

て種子の休眠を覚醒させると，無処理の種子と比較して土

中埋設した場合の発芽痕のある種子の割合が高くなり，越

冬後の発芽率が低くなる場合が認められた(第 5表).顕

著であったのは， 1ふくひびきJの30
0

C17d処理と「タカ

ナリjの石灰窒素処理である.これらでは，種子が休眠か

ら覚醒し，秋季に種子を土中に埋設することで発芽および

発芽生理が進み，越冬中に死滅する種子数が増加して越冬

後の発芽率が低くなったと考えられたしかし収穫後に

発芽に十分な気温が得られにくい寒冷地では，前述したよ

うに，種子が発芽障害を引き起こすまで石灰窒素の効果が

及ぶ場合の方が漏生抑制には効果があると考えられる.ま

た， 1夢あおば」と「萌えみのりJでは，石灰窒素処理し
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て休眠覚醒させた種子を圃場表面で越冬させた方が土中に

埋設して越冬させるよりも越冬後の発芽率は低い傾向に

あった(第5表). Iタカナリ」のようなインド型品種は耐

冷性の点から寒冷地ではほとんど普及していない事を考慮

すると，東北日本海側地域では，秋季に石灰窒素を散布し

た後に耕起をせず，種子を圃場表面で越冬させることが漏

生イネ防除には効果の高い可能性があると考えられた.

石灰窒素の影響を短期間に大きく受ける品種あるいは種

子の特性について，本研究で、は十分検討を行っていないが，

若干考察してみたい前報(大平ら 2014)では，種子休眠

の浅い品種が石灰窒素の影響を受けやすい可能性を指摘

し本研究でも類似した傾向が認められた次に，前報(大

平ら 2014)では，種子含水率の差異が石灰窒素の影響の受

けやすさと関連する可能性を指摘したそこで，各年次8

品種を供試した本研究の試験Bのデータを用い，石灰窒素

無処理の漏生イネの苗立ち率に対する秋季石灰窒素処理の

漏生イネの苗立ち率の比率(石灰窒素の影響指数)と種子

含水率との相関関係を検討すると. 2011 年秋季~2012 年

春季では相関係数が0.457. 2012 年秋季~2013 年春季で

は相関係数が0.093であり .5%水準で、有意で、なかった(図

表省略).また，石灰窒素の影響指数と種子含水率との関

係を 2011 年秋季~2012 年春季と 2012 年秋季~2013 年春

季とで比較しでも，いずれの品種にも共通した傾向は認め

られなかった(図表省略)• したがって，石灰窒素の影響を

短期間に大きく受ける品種あるいは種子の特性に関しては，

本研究では種子含水率は大きな要因でないと推察された.

2. 必要となる漏生イネの苗立ち抑制程度と石灰窒素の

効果

一般食用水稲品種の玄米外観品質を高く維持するために

異品種の玄米混入を防止することは，産地の信用や米価の

点から極めて重要である.異品種の混入は皆無にすること

が望ましいが，漏生イネ由来の玄米混入のみならず収穫・

調製作業段階での機械清掃が不十分な場合の混入も含め

て，異品種混入は不可避的に発生することが農林水産省の

米の農産物検査等検討会においても認識されている(農林

水産省 2006).本研究で認められた石灰窒素による漏生イ

ネの出芽・苗立ち率の低減程度が十分であるか否かを判断

するためには，まず異品種の玄米混入および単位土地面積

当たりの漏生イネ本数の限度を設定する必要があり，本報

では以下のように試みた.wcs用水稲品種あるいは飼料

米用等多収↑跡稲品種は玄米の粒形で一般食用水稲品種と

の識別が可能なように育成されていることが多い.wcs 
用水稲品種あるいは飼料米用等多収↑生水稲品種の玄米を農

林水産省が定める農産物検査における玄米規格の異種穀粒

「もみ及び麦を除いたもの」とみなすと. 1等米から 2等

米に格落ちしないレベルの混入限度は 0.3%と定められて

いる.そこで，漏生イネ由来の玄米の混入率が0.3%を限

度と設定する 次に，寒冷地において普及面積が広く，籾

数レベルおよび登熟歩合が比較的高く，熟期が中生の「ふ

くひびき」の漏生イネが一般食用水稲品種の移植栽培で、発

生した場合を想定して漏生イネの苗立ち率の許容限度を検

討する.筆者らの調査の結果 「ふくひぴきjの漏生イネ

は多い場合で 1個体から有効茎が6本発生し，合計して約

360粒の籾を着生した(図表省略).また，その内不稔粒は

約 50粒であった東北地域における一般食用水稲品種の

10 aあたり平年収量は約 560kgであり(農林水産省・農林

水産統言十).精玄米の千粒重を 22gと仮定すると，精玄米

を内包する籾数は 10aあたり約 2.5X 107粒である.この

0.3%は7.5X 104 粒であることから • IふくひびきJ由来

の漏生イネの苗立ち本数許容限度は 10aあたり約 250本と

なる.収穫時に圃場に脱落する種子数はその収穫方法に

よって異なり.wcs用水稲品種をコンパイン型収穫機と

フレール型収穫機で収穫した場合，前者では穂部の 3.6%.

後者では 8.9%が脱落して圃場に残留した事例が報告され

ている(吉田ら 2002) また，元林ら (2005)はフレール

型の専用機で収穫し約 13%の種子が圃場に残留したこ

とを報告している 「ふくひびき」は多肥栽培すると籾数

が10aあたり 4.1X 107粒，登熟歩合が80%を超える(大

平ら 2012b) ことから，登熟籾数約 3.3X 107粒の 13%で

ある約 4.3x 1げ粒が最大数として 10a圃場に残留するこ

とが想定される.この 4.3X 106粒のうち 250粒が苗立ち

したとすると，苗立ち率は 0.006%である.つまり. Iふ
くひびきJでは圃場に残留した種子の内，苗立ち率を

0.006%以下に抑制すれば後作として一般食用水稲品種

を作付けても玄米等級の格付けの点から問題は生じないと

言える.なお，この数値は厳しく見積もった場合であり，

飼料用米として栽培し，コンパインで収穫する場合，苗立

ち率が0.006%より若干高くても問題を生じるレベルの玄

米混入は生じないと考えられる.本研究では，種子の越冬

能力が高いことで漏生イネの苗立ち率が高かった試験Bの

2012 年秋季~2013 年春季の試験において，石灰窒素無処

理では「ふくひびきJの苗立ち率が0.141%であったのに

対して，秋季の石灰窒素処理では 0.007%であり(第4表)• 

概ね問題ないレベルの苗立ち率となった.このことから，

「ふくひびきjでは秋季の石灰窒素散布のみで漏生イネを

十分に抑制できると考えられた一方. I萌えみのりJは

一般食用水稲品種ではあるが，試験Bの2012年秋季~

2013年春季の試験において 秋季の石灰窒素処理でも苗立

ち率は 0.041%であった.仮に本研究で供試していない

wcs用水稲品種あるいは飼料米用等多収性水稲品種の中

に「萌えみのり」と同レベルに越冬能力および湛水条件で

の苗立ち能力が高く，石灰窒素の影響を受けにくい品種が

存在すると，秋季の石灰窒素散布だけでは漏生イネの防除

が不十分になることも考えられる.こうした品種では，石

灰窒素による対策のみならず一般食用水稲品種の移植栽

培における特定の除草剤の利用(大平ら 2013) も合わせて

実施することが必要と考えられた
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3. 漏生イネ対策としての石灰窒素の利用方法と今後の

課題

東北日本海側地域において wcs用水稲品種および飼

料米用等多収性水稲品種の収穫後. 10月上中旬の秋季に

lOaあたり 50kgの石灰窒素を散布しその後3週間程度

は耕起せずに放置することで 圃場表面で残留した種子に

石灰窒素が影響を及ぼし，翌春の移植栽培条件における漏

生イネの苗立ち率は，種子の越冬能力が高かった年次にお

いて石灰窒素無処理と比較して1/6以下に抑制されること

が示された暖地・温暖地では寒冷地よりも収穫後の秋季

の気温は高いことから，本研究よりも少ない量の石灰窒素

散布により圃場に残留した種子の休眠を覚醒させ，耕起し

て土中に埋設することで効果的に漏生イネの発生抑制を図

り得る可能性が考えられたまた，石灰窒素による漏生イ

ネの発生抑制効果は種子休眠の浅い品種で高い傾向にあっ

たことから.wcs用水稲品種および飼料米用等多収性水

稲品種の育成に当たっては 種子の休眠性も選抜指標のー

っとする重要性が示唆された.

wcs用水稲品種および飼料米用等多収性水稲品種の低

コスト栽培技術として生産者が習得した直播栽培技術を一

般食用水稲品種に転換後も使いたいという意見は多い.松

島 (2004) の報告では，石灰窒素を施用して 48時間後に

代かき・落水して湛水直播すると種子被覆材無しの場合は

出芽障害を生じたことから，春季に石灰窒素を散布して湛

水直播を行うと苗立ち不良となる可能性がある.一方，水

田に 10aあたり 50kgの石灰窒素を散布すると 79日目に

は土壌中のシアナミドが未検出となった(日本石灰窒素工

業会1999) ことから，秋季の石灰窒素散布であれば，翌年

の春季には水稲種子に出芽障害を引き起こすシアナミドは

既に分解されている可能性が高い.また，松島 (2004) は

過酸化石灰資材を被覆した水稲種子を利用して湛水直播を

行うと石灰窒素による出芽障害を回避できることも合わせ

て報告している.これらのことから，圃場レベルでの検討

の必要はあるが，秋季の石灰窒素散布および過酸化石灰資

材を被覆した種子を用いた水稲直播栽培であれば，苗立ち

に問題が生じる可能性は低いと考えられた

本研究における石灰窒素の散布量は，ノピエの防除で農

薬登録されている上限の 10aあたり 50kg相当である.筆

者らはこれまでに，温暖地における検討により. 10 aあた

り 0~100 kgの範囲では，石灰窒素散布量が多いほど漏生

が少なくなることを報告している(大平ら 2008).ただし

石灰窒素には多くの窒素分が含まれ，本研究で供試した石

灰窒素中の窒素分は 20%であることから. 10 aあたり 50

kgの石灰窒素を散布すると 10kgの窒素分が圃場に投入さ

れることになる. しかし秋季に石灰窒素を多量に散布し

て翌年に水稲を作付けた場合の生育・収量に関する知見は

わずか(長野県農事試験場 1998)であり，窒素の肥効率に

ついては知見が見当たらない. したがって，適正な散布量

や翌年の肥効について今後明らかにする必要がある.なお，

石灰窒素は漏生イネ防除を目的として農薬登録されていな

いことから，この点についても協議していく必要がある.

本研究では，石灰窒素無処理の漏生イネの出芽率および

苗立ち率に 10倍ほどの年次間差が認められる場合があっ

た(第3表，第4表).品種および年次によっては石灰窒

素の散布をしなくても，問題を生じるレベルの漏生イネの

発生に至らない場合があり，逆に石灰窒素の散布を実施し

た方がよい場合もあると考えられる.種子の越冬能力の年

次間差を生じる要因を明らかにすることが今後の大きな課

題である.

試験Cでは，休眠覚醒無処理においてインド型品種「タ

カナリ」が日本型の3品種よりも越冬後の発芽率が低かっ

た(第5表). IタカナリJは穂発芽性が「極難」であり(第

2表).越冬前の種子休眠は日本型の 3品種よりも深かっ

た(第5表).この結果は 温暖地において種子の越冬能

力は休眠程度と正の相関関係にあるとする報告(大平・

佐々木2011) と異なる.温暖地における検討では，圃場表

面で種子が越冬する条件において種子休眠が浅い品種でも

越冬後の発芽能力が高い品種がわずかにあり(大平・佐々

木 2011).休眠性以外の越冬能力に関与する要因解析の必

要性を言及した(大平・佐々木2011)が，寒冷地において

も，種子の越冬能力には休眠性以外の要因があることが推

察された 寒冷地における wcs用水稲品種および飼料米

用等多収性水稲品種の種子の越冬能力に関する品種間差異

の報告は見当たらないことから この点の検討が必要と考

えられた.
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Effects of Applied lime Nitrogen in Paddy Field after Harvest of Rice (Otッ'zasativa L.) on Emergen田 ofVolunteer Rice in血e

Japan Sea Coas凶Areaof也eTohoku Region : Youichi OHDAIRA1)， Hiroyuki SHlRATSUCHI1
)， Hiromichi YAMAGUCHI2

) and Akari 

F四 回'A
2
)C) NARO Tohoku Agricultural Rι5earch G間断Daisen，Akita 014-0102，jゆがNAROA炉開伽ralResearch Cen前)

Abs回 .ct: Seeds of high-yielding rice cultivars for forage were scattered over a paddy field in Daisen， Akita in autumn to elucidate 

the effects of post-h訂 vestlime nitrogen (LN) application to control volunteer rice. The pseudo-dropping seeds were treated 

with LN. For seeds overwintering on the field surface， LN application (50 g m-2) in au加 mn，winter， and spring suppressed 

volunteer rice emergence more than in control plots， to which LN was not applied. Furthermore， LN application in 印刷mnwas

more effective in suppressing volunteer rice emergence， because the temperature was higher出anin other seasons， which 

intensifies the breaking of seed dormancy and germination preventing effec岱 ofcyanamide. In addition， the effective period wぉ

longer in the autumn treatment than in treatments during other seぉons.Furthermore，血eresul凶 suggestthat maintaining a 

nontillage state for a definite period after LN application was important to suppress volunteer rice effectivelドActually，LN hぉ

dorman咋breakingeffects， with subsequent damage on germination. In the cultivar whose germination was damaged rapidly by 

LN， suppression ofvolunteer rice generation by LN was conspicuous. The res叫tssuggest that post-harvest application of LN to 

high-yielding cultivars for forage at 500 kg ha-1 in autumn suppresses volunteer rice generation出efollowing year to 1 / 6 or less 

出an出atwi出outLN application in the J apan Sea coas回1area of the Tohoku region. 

Key words : Dormanc界Foragerice， Germination， Lime nitrogen，αyza sativαL.， Seedling establishment， Tohoku region， 

Volunteer rice. 
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