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出葉転換点および、幼穂形成始期により分画したイネの成長相における

感光性評価

薮田伸 1)・箱山晋 2)・稲福さゆり 1)・福j畢康典 1)・川満芳信 1)

(1)琉球大学農学部 2)鹿児島大学農学部)

要旨:イネの短日に対する応答，いわゆる感光性は出穂の促進として広く知られており，短日処理により出穂が促進

された期間を可消栄養成長相として捉え その大小で感光性を評価してきたしかし著者らの研究から感光性が存

在するとされてきた可消栄養成長相の他，生殖成長相においてもその存在が示唆されたため，従来法に代えて成長相

ごとの感光性を許容した成長相の分画法を考案したすなわち基本栄養成長相を播種~出葉転換点，可消栄養成長相

を出葉転換点~幼穂形成始期，幼穂形成始期~出穂を生殖成長相として求め成長相ごとの感光性について調査を行っ

たその結果，いずれの成長相も晩生ほど大きい傾向があり短目で短縮された次いで、各成長相の自然日長区と 10

時間日長区の値の差を各成長相の感光性とすると コシヒカリを除き可消栄養成長相の感光性は他の 2相よりも大き

く(8.2~73. 4日).自然日長区の出穂期と有意な正の相関関係 (r=0.952)があり早晩性に強く関与していることが

示唆された同様に生殖成長相の感光性も自然日長区の出穂期と正の相関関係 (r=0.801)が見られたが.0.1 (Tepi) 

~9.8 日 (Rayada) と品種間差異は小さかった 一方で，基本栄養成長相の感光性は早晩性と関係は見られないもの

の (r=O.173). ジャポニカ品種で大きい値をとった本実験の手法で求めた各成長相の感光性は，可消栄養成長相

がその大部分を担っており出穂期に対し大きな影響を及ぼしているが，他の成長相の感光性は品種ごとで特異的に異

なることが示され，従来法と比べてより詳細な感光性の評価を行うことが可能となった

キーワード:イネ，感光性，出葉転換点短日処理，幼穂形成始期.

水稲の出穂とそれに先立つ幼穂分化には日長および気温

が影響を与える事が知られており，それぞれを感光性，感

温性と呼び習わされてきた品種特性，特に早晩性を決定

するこれらの値は，栽培地における適正品種の選定や新品

種の作出に用いられてきた

感光性，感温性の算出は成長相と関連付けられ，最も早

く出穂する短日高温条件において共に 0であると仮定し，

種々の栽培条件における到穂日数と最短到穂日数の差が感

光相と感温相を合わせた可消栄養成長相であると考えられ

てきた生殖成長相は 35日程度で日長や気温に不感応で

あると仮定され，最短到穂日数から 35日を差し引くこと

で基本栄養成長相を求めた(横尾・菊地 1982).この手法

では日長，温度条件を変え栽培したサンプルの出穂期を調

査するだけで可消栄養成長相，基本栄養成長相，生殖成長

相を求めることが可能であるが，可消栄養成長相以外の期

間は日長や気温の影響を受けないとする点や生殖成長相が

品種に拠らず35日程度で一定であるとする点など仮定が

多く，これらの仮定と相反する報告がなされてきた生殖

成長相に変動をもたらす要因としては，作期の変動(松島

1959a， 1959b，堀江・中J111990)や播種密度(朝隈 1970)

が挙げられる 著者らも成長点の観察をもとに生殖成長相

の推定を行い，短日処理による影響を調査し，従来は感光

性を持たないとされてきた生殖成長相においてその存在を

報告した(薮田ら 2010).基本栄養成長相も日長に不感応

であるとされてきたが，菅 (1979)や三本ら (1989)は従

来の方法で求めた基本栄養成長相には日長に不感応な幼若

期と日長感応期聞が含まれることを指摘している.また菅

(1979) は生育ステージが進んだ個体は若い個体と比べ，

より短期間の短日処理で幼穂分化が促進されることを報告

している.これはイネが感光性を獲得した後も，その大小

は成長に伴い変化することを示している.同じく可消栄養

成長相の一部とされる感温性による出穂促進は，高温によ

り成長速度が増加した結果生じる 2次的なものであること

が指摘されており(岡 1954，野口ら 1960)，葉齢が進むに

従い葉 1枚の展開に要する日数や積算温度が増加すること

は(江幡 1990)，感温性も成長に伴い変化することを示し

ている.

感光性，感温性はこれまで新品種の作出や出穂予測，生

育診断など多岐にわたり利用されてきた特性であり，且つ

イネは短日植物のモデル植物であることから，これらに関

する研究をさらに深化していく必要がある. しかし既に

述べた様に感光性・感温性は可消栄養成長相にのみ局在す

るという前提の基，それらのー前面と成長相の分画が行われ

てきたそのため基本栄養成長相や生殖成長相に感光性・

感温性が存在すると考えた場合，従来法を用いた成長相の

分画はできない.生殖成長相への相転換は梓基部を解剖し

成長点を観察することで確認できるが，基本栄養成長相と

可消栄養成長相の境は計算によって求められてきたため新

たな目印が必要となる.そこで著者らは出葉転換点に着目

した出葉転換点は出葉に用いられてきた光合成産物が他
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第 1表供試品種とその由来および特性

品種 早晩性 生態型 原産国

Tepi 早生 Boro バングラデシュ

コシヒカリ 早生 温帯ジャポニカ 日本

Miriti 中生 熱帯ジャポニカ バングラデシュ

かりの舞 中生 温帯ジヤボニカ 日本

Iratom-24 中生 Boro パ:ングラデシュ

Binashail 晩生 Aman ノTングラデシュ

Goai 極晩生 Aman'浮稲 バングラデシュ

Rayada 極晩生 Aman 浮稲 バングラデシュ

の器官へ分配され，出葉への分配が減じることで生じると

考えられており(神田ら 2000)，分げつの消長と関連して

いるとする報告は多くあるものの(片山 1951，永井 1968，

後藤・星川 1988)，報告ごとでその時期は異なっている.

著者らは短目処理による出葉転換点および出葉速度への影

響について調査を行い，出葉転換点は生育初~中期に見ら

れ品種間差があり晩生ほど遅いことを，出葉速度にも品種

間差があり概して早生で大きいこと，出葉転換点以降の出

葉速度が短日処理により有意に増大することを報告した

(薮田ら 2012).出葉速度の増加はすなわち成長速度の増加

であり(菅 1979)，短日処理による出穂の促進が高温処理

による成長速度の増加と同様な量的成長を伴うのであれ

ば，成長速度が増加し始める出葉転換点は短日処理の影響

が表れ始める時期，つまり可消栄養成長相の開始と捉える

ことができる.またこれまで計算により求めていた基本栄

養成長相と可消栄養成長相の境を出葉転換とすることで分

画が可能となる.以上の仮説を基に，本実験では出葉転換

点および幼穂形成始期を用いた成長相の分画，ならびに各

成長相における感光性について調査，検討を行った

材料と方法

試験は鹿児島大学学内圃場(鹿児島県鹿児島市，

31034'18"N， 1300 32'判官)において 2006~2008 年に行なっ

た 供試品種は早・中・晩生を含み，なるべく出穂期に幅

を持たせる目的で選び，熱帯・温帯ジャポニカ 3品種，イ

ンデイカ 5品種を用いた(第 1表).栽培には畑土を充填

した 8L容量ポットを用い， 1処理区ごとに 5ポット，計

10ポットを 1品干重に割り当て， 1 ~朱 1 個イ本f直えで l ポット

あたり 9個体を移植した各年の播種目，移植日および処

理開始日を第2表に示す 2006年は予措を行いハト胸状態

になった籾をポットに直播し， 2007， 2008年は予措までは

2006年と同様に行い，水稲育苗用培土を敷き詰めた育苗ト

レイにハト胸状態になった籾を播種し育苗後，ポットに

定植した移植時の葉齢は不完全葉を含む葉齢3.0~3. 8 

であった短日処理は金属製フレーム(縦1.8 x横 3.3

×高さ1.8m) に暗幕を取り付け，午後5時から翌朝午

前7時まで遮光し昼間は開放状態とすることで 10時間日

長区を設定し，自然日長区を対照区とした日長処理開始

第2表栽培3ヵ年の播種日定植日および処理開始日.

年次 播種目 定植日 処理開始日

2006 6/12 直播 6/19 

2007 6/7 6/17 6/17 

2008 6/18 7/1 7/2 

は播種後 7~14 日から開始し，出穂が確認された品種から，

暗室からポットを搬出し処理を終了した施肥は定植の前

日に土壌の撹持と同時に行い， 1ポットにつき 2gの化成肥

料(窒素， リン酸，カリをそれぞれ8%含有)を全量元肥

で与えた.栽培期間中は常時湛水状態とし，必要に応じて

手取りの除草と農薬による害虫の防除を行なった.

調査項目は葉齢を 3~4 日毎に 1 品種 1 処理区あたり 15

個体を調査し幼穂形成始期の調査は薮田ら (2010) に示

した通りに行った.出穂期は 1品種1処理区あたり半数の

個体から出穂が認められた日とした これらデータを用い

成長相を基本栄養成長相，可消栄養成長相，生殖成長相の

3相に分画したすなわち基本栄養成長相は播種から出葉

転換点まで，可消栄養成長相は出葉転換点から幼穂形成始

期まで，生殖成長相は幼穂形成始期から出穂期までのそれ

ぞれの期間である.本来であれば短日と高温のどちらも幼

穂分化を促進するため，それぞれの影響を調査して初めて

可消栄養成長相について論じるべきであるが，本実験の処

理は日長に焦点を絞ったため，温度条件は成り行きとした

そのため本研究でいう可消栄養成長相は感温性を内包する

ものの，その評価は行っていない

得られた結果に対する統計分析はエクセル統計2008(社

会情報サービス杜)を用いた. 3元配置分散分析後に 5%

水準で交互作用が検出された場合，単純主効果検定(1i由ey

法)を行い，主効果が有意で、あった場合，多重比較(1i由:ey

法)を行ったただし， 3次の交互作用については誤差項

に含めた

結 果

先ず，本実験における基本栄養成長相，生殖成長相は既

報(薮田ら 2010，2012)で報告した出葉転換点，幼穂形成

始期および出穂期を基に算出したので，これらの品種間差

と短日の影響について概要を説明する

生殖成長相は Tepi(27.8日)などの早生では短いが

Iratom-24 (36. 4日)， Rayada (46.9日)と中生，晩生ほ

ど長い傾向を示し有意な品種間差異が認められた(第 1

図).また短日処理により有意に短縮されたが，栽培年の

違いによる差や交互作用は認められなかった 基本栄養成

長相は品種間差異があり中~晩生ほど長い点は生殖成長相

と類似していたが，短日処理によりコシヒカリやかりの舞，

Goaiなど顕著に短縮される品種がある一方 Tepi，

Iratom-24， Binashailにおいて短日処理の影響は認められな

かった.
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日長，年を要因として行っ第 3表 可消栄養成長相について品種，

た 3元配置分散分析

-基本栄養成長相

ロ可消栄養成長相

回生殖成長相

160 

F‘-
E三

n.8. 

n.8. 

本*

判ド*

*キ

** 

半リ値

424.9 

7.7 

49.3 

2.1 

1.1 

95.0 

F 平均平方

1621.6 

840.5 

35.5 

7250.1 

131.1 

19.1 

17.1 

自由度

14 

2 

14 

7 

7 

1 

2 

因

品種

目長

年

品種 x日長

品種×年

日長×年

誤差

全体

子
議 120
巴

活臣
官題
懇

凸
の
同
問
】
M
w
h
S向

Q
Z
冊
目
u
司
、
内
閣
出

向

の

お

0
0

Q
Z
5
0
0
 

凸
の

一一
司
』
回国
民一
向

凸

Z
--S占

的

S
H『凶

凸

ω
4
V
N
5
2
5目

白

Z4VNtgouE円

。ω総
(
b
p
p
官

Q
Z
撚
(
b
p

余

白

ω
z
u
E

Q
Z

一th
E

Q
の

F
R
U
ふ
h

Q
Z
F
R
U
J
ふ

n

Q
ω
a
uト

Q
Z
E
U
'
H
 

nu 

47 

件は 196水準で有意差があることを示す

nふは 596水準で有意差が無いことを示す (Tukey法)

回生殖成長相

ロ可消栄養成長相
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90 

第 1図 自然日長区および 10時間日長区における各成長相の長さ。

品種名に付した ND.SDはそれぞれ自然日長，10時間日長

を示す

各値は 3ヵ年平均値

かりの舞 SD，Miriti SDは出葉転換点と幼穂、形成始期の逆転

が見られたが，基本栄養成長相は幼穂形成始期までとし，可

消栄養成長相は 0として扱った

品種および処理

第 2図 各品種の成長相別感光性

値は各成育相の自然日長と 10時間日長の差で求めた

Tepiの基本栄養成長相は負の値であったため0として扱った
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感光性はコシヒカ リを除く全ての品種で最も大きく， 1. 6 

日(コシ ヒ カ リ )~73 . 4日 (Goai)と品種によって大きな

幅が認められた生殖成長相の感光性は 0.1 日 (Tepi)~9 . 8 

日 (Rayada)で品種聞の変動は成長相のうちで最小であっ

た可消栄養成長相，生殖成長相の感光性は自然日長下の

出穂期と正の相関関係にあり 特に品種間差が大きい可消

栄養成長相の感光性は早晩性の決定に寄与していることが

示された(第3図) 一方で、基本栄養成長相の感光|生とは

このような関係が認められず 出穂の遅速とは関わらず品

種ごとに異なる傾向を示した

察

イネの出穏における感光性評価についてはこれまでも多

くの報告がなされており 出穂予測などに用いられてきた

(JII方 ・岡田 1989，川方 ・矢島 1993，広田1992) しかし

既往の手法では可消栄養成長相のみに感光・感温性を集約

考

本実験で出葉転換点から幼穂形成始期までとして求めた

可消栄養成長相は自然日長区で 2.9日(コシヒカリ)か

ら77.7日 (Goai)まで品種間に大きな差が認められた(第

1図). 10時間日長区における可消栄養成長相の最大は

19.3日(Rayada)，早生のTepiとコシヒカリはそれぞれ0.1，

1.2日と自然日長区のそれと比べいずれの品種も喜朗昔され

た 一方，中生の Miritiとかりの舞では幼穂形成始期が出

葉転換点よりも早くに現れる逆転が見られた.基本栄養成

長相が幼穂形成始期後も続くことは考え難く Tepiやコシ

ヒカリ同様に可消栄養生長相がO近くまで短縮された結

果，逆転が生じたと考え，これらについては播種から幼穂

形成始期までを基本栄養成長相とし，可消栄養成長相は O

として解析を行った 可消栄養成長相として求めた 3ヵ年

の各値について品種， 日長，年を要因とする 3元配置分散

分析を行ったところ，すべての要因と品種×日長の交互

作用に有意差が認められた(第3表) この交互作用はコ

シヒカ リの可消栄養成長相において短目による短縮が他の

品種と比べ小さいため生じたものであった これらの結果

から本実験で求めた可消栄養成長相は品種間差異があり晩

生ほど長い傾向があり，またコシヒカ リの様に短目による

短縮が小さい品種も存在するが，多くの品種で顕著に包縮

される期間であることが明らかとなった 次に成長相ごと

に自然日長の値から 10時間日長の値を差しヲ|いて各成長

相の感光性として求め，それらを品種別に合算した(第2

図) 基本栄養成長相における感光性が最も大きいのはか

りの舞 (13.8日)で，次いでコシヒカ リ (11.1日)， 

Miriti (7.5日)となり，コシヒカリでは感光性全体の 6

割以上を占めた一方， Binashail (2 . 2日)と Iratom-24(0.8 

日)，負の値となったがTepi(-1. 9日)は基本栄養成長

相の感光性が極めて小さい値であった 可消栄養成長相の
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第4図 出葉転換点と幼穂形成始期，出穏期の関係.

凡例に付したSD，NDはそれぞれ10時間日長，自然日長を示す.

いずれの直線も r=0.893以上， 1%水準で有意な関係が認め

られた

若相以降の期聞が含まれることは菅 (1976)や三本ら (1989)

によって指摘されており 本手法で求めた基本栄養成長相

も短日で短縮されるため，幼若相以降の期聞が含まれてい

ると考えられる.実際に 10時間日長下のMiritiやかりの

舞で見られた出葉転換点と幼穂形成始期の逆転は，出葉転

換点が相転換と厳密に一致していないことを示している.

三本ら (1989)の報告が感光相の開始時期を明らかとした

のに対し，出葉転換点と幼穂形成始期を目印に成長相を分

画し感光性の配分を調べた点が本実験の特色である.基本

栄養成長相や生殖成長相の環境による変動について多くの

研究があることは既に述べたが，それらと感光性を同時に

比較した報告はなされてこなかったしかし，本手法を用

いればMiritiとかりの舞の 10時間日長区における到穂日

数の差は，かりの舞の基本栄養成長相と生殖成長相におけ

る感光性が大きいことによっていることや(第2図)，全

体の感光性が同程度の M出i(21. 7日)とIratom-24(21. 3 

日)であるが， Miritiは生殖成長相の， Iratom-24は基本栄

養成長相の感光性がそれぞれ小さい点など，到穂日数や全

体の感光性が近しい品種聞においてもその特離を捉えてお

り，成長に伴う感光性の増減をある程度明らかにできたと

いえる.また少ない供試品種により得られた本実験の結果

ではあるが，三本ら (1989)が幼若相と幼穂形成始期，出

穂期との聞に高い正の相関関係を認めているのと同様に，

出葉転換点も両者と高い正の相関関係が認められた点や

(第4図)，基本栄養成長相の感光性が大きいコシヒカリ，

かりの舞， Miritiはいずれも温帯・熱帯ジヤボニカである

点は新たな知見に繋がるものと期待される

日長は季節的変化を伴うため生育のどの段階で短日に遭

30 20 10 

。。160 

する点や生殖成長相が品種に拠らず一定であるとする点

等，実際の成長とはそぐわない点も多い.イネの感光性に

関する研究は出穂予測や育種といった従来の分野だけでな

く，短日植物のモデル植物としての研究も行われており，

より実際の成長に即した形での把握が必要である. しかし

成長相ごとに感光性が存在すると仮定すると従来法による

成長相の分画はできず，本研究では基本栄養成長相と可消

栄養成長相の境として出葉転換点に着目した木村・関口

(1954) は挿秩期~出葉転換期は播種期の変動により変化

するが出葉転換期~出穂期は凡そ 40日であることに注目

し出葉転換期が生殖成長相への相転換と関連すると述べ

ているが，出葉転換点を可消栄養生長相の始点とした本研

究の結果とは大きく異なる.本実験と比較して木村・関口

の報告では栽培地が北日本であるため生育初期に低温に遭

遇したことが述べられている.出葉間隔は低温条件で長く

なることが報告されており(江幡 1990)，生育初期の出葉

間隔が延びると出葉転換点以前の出葉速度全体が低く一前面

されてしまう そのため出葉転換点以降の出葉速度が同等

でも出葉転換点はより遅くに推定されてしまい，上述した

ような結論に至ったと推察される.本研究では Tepiや

Miriti，コシヒカリでは出葉転換点が出穂の凡そ 40目前に

認められたものの，中~晩生品種，特に自然日長下では出

葉転換点と出穂期に大きな隔たりが認められた.

本実験では出葉転換点以降の出葉速度が短目により増

加，つまり菅 (1979)の云う成長速度の増加が見られたこと，

出葉転換点以降の期聞が短目により大きく短縮されたこと

から(第 1図)，出葉転換点~出穂期間を短日反応性が大

きい期間，すなわち可消栄養成長相として用いた.本来，

基本栄養成長相は水稲が日長に感応しない幼若相に相当す

るが (Best1961) ，従来法で求めた基本栄養成長相には幼

40 80 120 

自然日長区の出穂期(日)

第3図 成長相ごとの感光性と自然日長下の出穏期の関係.

料は 1%水準で有意で=あることを示す
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遇するかが重要であり，自然日長と花芽分化の関係を検討

するには本研究で取りあげた成長相ごとの感光性の他に，

最適日長についても考慮しなければならない.また本実験

では温度条件は成り行きとしたために，各成長相に温度が

どの程度影響を及ぼしているかについては本研究の結果か

ら述べることはできない.特に極晩生の Goai，Rayadaの

出穂は自然日長区で 11月以降であるため，低温による出

穂等の遅延が生じた可能性がある.今後，同様の成長相の

分画法を用いて感温性についても評価が可能か，感温性と

感光性をそれぞれ分離して評価が可能かについて研究が必

要である
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The Photoperiodic Sensitivity Es也nationat Three Grow血 Phasesof Rice Fractionated hy Tun血 gPoint of Leaf Emergence And 

Panicle Initiation : Shin YAB凹A_l)，Susumu HAK.oYAMA
2
" S叩IriINAFUKd)， Yasunori FUKUZAWA1) and Yoshinobu KAw;油田町叩)Fac.of

Agr.， Univ. oftheRy向叫 Okinaωα 903-0213，japan; 2) Kagoshi伽 Univ.)

Abs仕'act: The short-day response of rice plants has been considered to be promotion of heading by reducing出eperiod of 

deletable growth phぉ e(DGP) which is the period仕om加 mingpoint of leaf emergence to panicle initiation. The present 

research suggested the existence of photoperiodic sensitivity in not only DGP but also the reproductive phase (RP) which has 

been regarded as non-photoperiodically sensitive. We evaluated the photoperiodic sensitivity at DGP， RP and the basic vegetative 

growth phぉ e(BVP) which is the period from germination to tuming point of leaf emergence. As a result， all three growth 

phases were sensitive to photoperiod and the duration of each phase was reduced by a short day length. Especially， the 

photoperiodic sensitivity showed a 1訂 gervarietal difference in DGP than in the other phases. There w;ぉ apositive correlation 

between the days to heading and photoperiodic sensitivity in DGP and RP. These results showed也atDGP wお sensitiveto 

photoperiod and played an important role in deciding earliness of variety. Al出oughno relation was observed wi出 earliness，

photoperiodic sensitivity in BVP was lager in ]aponica varieti白血anin Indica varieties. Analysis of出eexpenmen凶 results，

according to出egrowth phase classification used in present study， revealed that each growth phases showed photoperiodic 

sensitivity and that出esensitivity changed wi出 growthphase transition unlike the conventional出eory.Therefore， by using the 

present method， the photoperiodic sensitivity can be studied in more detail 

Key words : Deletable Growth Phase， Oryza sativa L.， Photoperiodic sensitivity， Short-day treatment， Tuming point of leaf 

emergence. 
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