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穂、の握り締めによるイネの脱粒性評価の個体検定における実用性

大久保和男

(岡山県農林水産総合センター農業研究所)

要旨 穂の握り締めによるイネの脱粒性評価の個体検定における実用性について検討し本方法による育種における

脱粒性の選抜方法を考察した脱粒性が難の 3品種，中，やや易，易，極易の各 1品種，計7品種を用いて，品種の

脱粒性を雑種個体の脱粒性の表現型にみたて 穂の握り締めによる脱粒割合を個体ごとに算出した 4人の調査者が

各品種50個体を調査し評価結果の頻度分布の様相を比較検討したその結呆，個体の脱粒性を穂の握り締めによ

る脱粒割合で検定する場合，信頼度 96%で脱粒性難と比較的脱粒し易い階級(脱粒性中，やや易，易および極易)の

識別が可能と考えられたイネ育種において，雑種集団から本方法によって脱粒性を個体選抜する場合，脱粒し難い

個体群と脱粒し易い個体群の二つの個体群への分別に留めるべきであると考えられた

キーワード:イネ，個体検定，脱粒性，評価方法

イネの脱粒性には大きな遺伝的変異があり(江幡・田代

1990，福田 1995)，その難易はコンパイン収穫時の頭部損

失や脱穀・選別損失に影響する (Leeand Huh 1984，小林

1990， Ichikawaら1990). このため，コンパイン収穫が主

流となった現在，脱粒性はコンパインの作業性能や収穫量

に影響する形質となっている.

著者はイネ品種の脱粒性を穂の握り締めによって簡便か

っ正確に評価する方法を明らかにすることを目的に，脱粒

性の評価指標，調査に際して一度に握る穂数および調査株

数について検討してきた.その結果，評価指標としては脱

粒割合が，一度に握る穂数としては 3穂がそれぞれ妥当で、

あることを(大久保ら 2012)，また，脱粒性を明確に識別

するには 40株以上を調査しその平均値で評価すべきで

あること，調査株数を減らすと脱粒性の差異が識別し難く

なることを示した(大久保2013). 

一方，福田・福井 (1995) は穂の握り締めによるイネの

脱粒性評価方法を，雑種集団や多数の系統の評価を大まか

に行う場合に迅速で有効な方法としており，穂の握り締め

によるイネの脱粒性評価方法を主に個体単位の調査によっ

て脱粒性を検定する方法として位置づけている.

育種において選抜対象となる形質の選抜効率は，育種計

画や育種操作に大きく影響する.選抜効率は目的形質の遺

伝様式に依存するが，遺伝子型の異なる個体の表現型を正

確に評価することが目的形質を選抜するための大前提であ

る.しかし雑種集団における脱粒性の選抜に際し，穂の

握り締めによる脱粒性の評価が個体検定においてどの程度

の実用性があるのかは明らかにされていない.

そこで本研究では，個体単位の調査に基づく脱粒性評価

結果の変動の様相から，穂の握り締めによるイネの脱粒性

評価の個体検定における実用性について検討し本方法に

よる育種における脱粒性の選抜方法について考察した

材料と方法

1. 調査方法

実験は岡山県農林水産総合センター農業研究所(赤磐市)

の幅 9.5m，長さ 49mの水田で、行った. 2010年 5月8日

にコシヒカリ， 日本晴，ヒノヒカリ(以上脱粒性難)，吉

備の華(中)，雄町(やや易)，アケボノ(易)，朝日(極易)

の催芽籾を育苗箱に播種した育苗箱あたりの乾籾播種量

は各品種 150gとした 5月28日に稚百を 4条田植機で機

械移植した栽培様式は条間 30cm，株間 23cmとし，平

均植え付け本数は 1株あたり 4.3本であった各品種を 4

条ずつ 47mの長さに移植し， 7品種を連続して配置した

調査の便宜上，倒伏防止のため施肥は基肥のみの施用とし，

窒素， リン酸，カリの成分量はそれぞれ4.0， 4. 9， 3. 7 g 

m-2とした.

脱粒性の調査は 4人で行った各品種の糊熟期頃に，生

育中庸な 10株について，各調査者が株の最長稗穂から第

3長稗穂、の 3穂を，穂先を揃えて穂先側を一度に握った場

合の籾数を調査し，一度に握る籾数の推定値をそれぞれ求

めた.つぎに，各品種の籾の含水率が20%まで低下した

日の午後に，株の最長梓穂から第3長稗穂の 3穂を，穂先

を揃えて穂先側を一度に握り締め，小枝梗から離脱した稔

実籾を数えて脱粒数とした脱粒数の調査は， 4人の調査

者が各品種の 1条を調査し，圃場中央の連続する 50株を

調査した

このようにして得た一度に握る籾数の推定値で脱粒数を

除し調査株ごとに脱粒割合を算出した

なお，雄町の脱粒性程度は従来の評価では吉備の華と同

じ脱粒性中とされている(大久保ら 2012)が，吉備の華

と易のアケボノの中間の値をとる(大久保2013)ため，本

稿ではやや易とした

2015年 10月23日受理連絡責任者:大久保和男 干 709-0801岡山県赤磐市神田沖 1174-1

TEL 086-955-0275， FAX 086-955-1914， kazuo_ookubo@pref， 
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第1図 調査者別にみた供試品種における穂の握り締めによる脱粒割合の頻度分布.

4人の調査者が7品種 (n=50)を調査

T:脱粒割合の平均値 (n=50).

2. 解析方法

4人の調査者別に，イ共試品種の脱粒割合の頻度分布

(n = 50)を求めた.雑種個体の脱粒性の表現型を穂の握り

締めによる脱粒割合で個体検定することは，該当する脱粒

性の表現型を有する品種の脱粒割合の頻度分布から 1株分

のデータを任意に抽出することに相当する.そこで，供試

品種の脱粒割合の頻度分布における 1株あたりの脱粒数平

均値と 1株あたりの握った籾数の推定値から， Clopper-

Pearson法によって，母平均の信頼区間を計算した なお，

信頼区間の計算過程における変数は，必要に応じて四捨五

入し 整数とした

また，品種間で頻度分布の重なる範囲が広い場合，重なっ

た階級値に属する度数の合計を調査株数(n=50)で除して，

品種間の頻度分布に重なりが生じる確率を品種間総当りで

計算し，これを誤判定が生じる目安とした

データの解析に際しては解析ソフトを用いなかった.

結果

第 1図に供試品種の脱粒割合の頻度分布を，調査者(A，

B，CおよびD)別にヒストグラム (n=50)として示した.

脱粒性が難のコシヒカリ 日本晴およびヒノヒカリにお

いて，脱粒割合の頻度分布は正規分布ではなく，二項分布

するとみられた.

一方，脱粒性が中から極易の吉備の華，雄町アケボノ
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第 1表穂の握り締めによる脱粒割合を用いた個体検定における 92%信頼区間*

品種 調査者A 調査者B 調査者C 調査者D

コシヒカリ 0-5% 0-5% 0-5% 0-6% 

日本晴 0-5% 0-5% 0-5% 0-6% 

ヒノヒカリ 0-4% 0-5% 0-5% 0-4% 

吉備の華 6-19% 9-22% 7-19% 7-19% 

表中数値は脱粒割合.

*目 1株あたり脱粒数平均値と 1株あたりの握った籾数の推定値を用いて Clopper

Pearson法で求めた母平均の信頼区間

第2表穏の握り締めによる脱粒割合を用いた個体検定における 95%信頼区間*

品種 調査者 A 調査者 B 調査者 C 調査者 D

吉備の華 6-20% 8-22% 7-20% 7-20% 

雄町 10-26% 11-28% 14-30% 12-27% 

アケボノ 16-34% 16-35% 19-37% 14-30% 

朝日 28-48% 26-45% 31-50% 26-44% 

表中数値は脱粒割合.

* : 1株あたり脱粒数平均値と 1株あたりの握った籾数の推定値を用いて Clopper-

Pearson法で求めた母平均の信頼区間.

第3表穂の握り締めによる脱粒割合を用いて 50回試行した個体検定の頻度分布において品種聞に重なりが生じる確率(%)* 

品種 脱粒性
調査者A 調査者B 調査者C 調査者D

中 やや易 易 極易 中 やや易 易 極易 中 やや易 易 極易 中 やや易 易 極易

吉備の華 中 88 62 2 96 54 28 68 54 4 82 82 8 

雄町 やや易 82 90 14 76 70 64 72 92 38 90 100 56 

アケボノ 易 42 96 52 42 90 86 40 88 66 90 98 60 

朝日 極易 36 42 54 4 42 74 4 36 84 16 66 72 

* 第 1図に示した脱粒割合の頻度分布に品種聞で重なりがみられる場合 重なる部分の度数の合計を調査株数 (n= 50)で除して算出した

および朝日では，脱粒割合の平均値が大きい品種ほど頻度

分布の範囲が広くなり，これら 4品種聞で類度分布に広い

範囲で重なりがみられた しかしこれら脱粒性が中から

極易の 4品種の頻度分布は，脱粒性が難の品種の頻度分布

との重なりがほとんどみられず 脱粒性が中の吉備の華と

難の 3品種(コシヒカリ，日本晴およびヒノヒカリ)の間

で僅かに頻度分布に重なりがみられた

難の3品種と頻度分布に重なりがみられた吉備の華にお

いて，穂、の握り締めによる脱粒割合で個体検定を行う場合

に，脱粒性難と中の評価結果が区別できる確率がどの程度

かを明らかにするため， 1株あたりの脱粒数平均値と l株

あたりの握った籾数の推定値から， Clopper-Pearson法に

よって計算した母平均の信頼区間の結果を調査者別に第 1

表に示した.まず，コシヒカリ， 日本晴， ヒノヒカリおよ

び吉備の華の，脱粒割合の母平均の信頼区間を信頼度 95%

で計算したが，脱粒性難の 3品種と中の吉備の華の信頼区

間に重なりがみられたので，難の 3品種と吉備の華の信頼

区間に重なりがなくなるまで信頼度を 1%ずつ減じて信頼

区間の計算を繰り返した その結果， 4人の調査者で，コ

シヒカリ， 日本晴およびヒノヒカリの信頼区聞が，吉備の

華の信頼区間と重ならなかったのは，信頼度 92%以下の

信頼区間で、あった(第 1表)• 

第2表には，比較的脱粒し易い吉備の華(脱粒性中)， 

雄町(脱粒性やや易)，アケボノ(脱粒性易)および朝日(脱

粒性極易)の1株あたりの脱粒数平均値と 1株あたりの握っ

た籾数の推定値から， Clopper-Pearson法によって計算した

母平均の 95%信頼区聞を調査者別に示した調査者Aお

よび調査者Cでは，吉備の華，雄町およびアケボノの 3品

種間で 95%信頼区間に互いに重なりが認められ，アケボ

ノおよび朝日の 2品種間でも 95%信頼区間に互いに重な

りが認められた調査者Bおよび調査者Dでは，吉備の華，

雄町およびアケボノの 3品種聞で 95%信頼区間に互いに

重なりが認められ，雄町，アケボノおよび朝日の 3品種間

でも 95%信頼区間に互いに重なりが認められた

第3表には，脱粒割合の頻度分布の重なる範囲が比較的

広かった吉備の華，雄町，アケボノおよび朝日(第 1図)

の4品種聞において，頻度分布に重なりが生じる確率を，

4品種の総当りで調査者別に示した全体として，脱粒性
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が中の個体を穂、の握り締めによる脱粒割合を用いて検定す

ると，やや易および易の個体と頻度分布が重なる確率は 54

~96%であり. 50%以上と高く，極易と頻度分布が重なる

確率は 2~28% と比較的低い傾向がみられた 一方，やや

易の個体を検定する場合，中および易と頻度分布が重なる

確率がそれぞれ 72~90%および 70~100% と高かったま

た，易の個体を検定する場合 やや易および極易と頻度分

布が重なる確率がそれぞれ 88~98%および 52~86% と高

かったそして，極易の個体を検定する場合，易の個体と

頻度分布が重なる確率は 54~84% と高く，やや易の個体と

頻度分布が重なる確率は 36~66% と比較的高く，中と誤判

定する確率は 4~36% と比較的低い傾向であった

しかし，調査者によっては，中の個体を検定して極易の

個体と頻度分布が重なる確率(第3表，調査者B)および

極易の個体を検定して中の個体と頻度分布が重なる確率

(第3表，調査者A)が，それぞれ28%および36%と，著

しく低くない場合もみられた

考察

雑種集団の中では，各個体が有する独自の遺伝子型に

従って個々の表現型を示すため 目的の遺伝子型を有する

個体を選抜するには各個体の表現型を正確に評価すること

が必要で、ある.本研究では，供試品種の脱粒性を分離世代

における雑種個体の脱粒性にみたて，評価結果の変動すな

わち頻度分布の様相から穂の握り締めによる脱粒性評価の

個体検定における実用性について考察する.なお，実際の

栽培では，株あたり平均で 4.3個体の植え付け個体数で

あったが，品種試験である便宜から. I株」を「個体」と

して扱い考察する.

第1図に示したとおり，脱粒し難い品種では，脱粒割合

の度数は平均値の近傍に集中して分布した 一方，比較的

脱粒し易い品種である吉備の華(脱粒性中).雄町(脱粒

性やや易).アケボノ(脱粒性易)および朝日(脱粒性極易)

では，脱粒割合の分布のばらつきが大きく，品種間で重な

る部分が多くみられた

雑種個体の脱粒性の表現型を穂の握り締めによる脱粒割

合で個体検定することは 該当する脱粒性の表現型を有す

る品種の脱粒割合の頻度分布(第 1図)から 1個体を任意

に抽出することに相当する.第1図の頻度分布の様相から，

比較的脱粒し易い階級(中，やや易，易および極易)をそ

れぞれ個体検定によって明確に区別することは困難だ、が，

脱粒し難い個体と比較的脱粒し易い個体の識別は可能とみ

られる. 第1表に示したとおり，個体検定を想定した場合

の脱粒割合の母平均の信頼区間は. 4人の調査者において

コシヒカリ， 日本晴およびヒノヒカリと吉備の華の間でそ

れぞれ92%の信頼度で重ならなかったこのことは，穂

の握り締めによる脱粒割合を用いた個体検定で，難と中の

脱粒性を識別することが92%の信頼度で可能であること

を示している.なお. Clopper-Pearson法は上限と下限の両

側を計算して母平均の信頼区間を求める方法である.本事

例では，脱粒性難の品種は上限のみ，中の品種は下限のみ

の，それぞれ片側の計算でよい. したがって，両側で 92%

ならば片側では 96%の信頼度で個体検定により難と中の

脱粒性を識別することが可能であると考えられた

一方，第 1図に示した頻度分布の重なる範囲が広い品種

間(吉備の華，雄町，アケボノおよび朝日)において，

95%信頼区間は吉備の華，雄町およびアケボノの 3品種間，

アケボノおよび朝日の 2品種聞でそれぞれ互いに重なりが

認められる場合(第2表，調査者AおよびC) と，吉備の

華，雄町およびアケボノの 3品種間，雄町，アケボノおよ

び朝日の 3品種間でそれぞれ互いに重なりが認められる場

合(第2表，調査者BおよびD)があったまた，頻度分

布に重なりが生じる確率は中，やや易，易の階級間および

やや易，易，極易の階級間でそれぞれ 50%以上の値を示

した(第3表)• したがって，個体検定では中，やや易，

易の識別およびやや易，易，極易の識別が困難であり，調

査者によっては(第3表，調査者AおよびB)中，やや易，

易，極易の識別も難しい場合もあると考えられる.

以上のことから，難脱粒性を目的形質として穂の握り締

めによって個体選抜することは比較的容易と考えられる

しかし汎用コンパイン収穫適性が高いとされる中脱粒性

(小林 1990) を穂の握り締めによって確実に個体選抜する

ことは難しいことが明らかになった

雑種初期世代の集団から穂の握り締めによって脱粒性を

個体選抜する場合には，脱粒し難い個体群と，比較的脱粒

し易い個体群(中，やや易，易および極易)の二つの個体

群への分別に留め，その後世代を進めて固定を図り，固定

系統の脱粒性を多数個体の調査によって検定し系統選抜

を行うべきであると考えられた.

なお，水稲育種において，雑種集団から個体選抜を行う

場合，集団内の個体聞で早晩性の分離が生じる場合が多い.

脱粒性程度は，登熟程度および登熟期間の環境条件等によ

り大きく変化するので，できるだけ登熟程度の均一な穂を

調査する必要がある(福田・福井 1995). したがって，実

際の雑種集団からの個体選抜に際しては，出穂、期を個体ご

とにマーキングし，個体聞の登熟程度を統ーして調査する

工夫が必要となる.また 本研究では品種試験である便宜

から，脱粒割合を算出するにあたって，一度に握る籾数の

推定値で脱粒数を除し，個体ごとに脱粒割合を算出したが，

雑種集団内の個体間では穂の粒着密度にも分離が生じる場

合があるので，実際の個体選抜にあたっては個体ごとに

握った籾数と脱粒数を調査し脱粒割合を算出する必要が

ある.
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Appli回 b出tyof Panicle Grぉ:pingMethod for Eval回出gtheSha従eringHabit of Rice : Kazuo OKUBO (伽.Inst戸rAgr.， Okのαma

Rぜ:Tech. Cent. A炉c.FI官邸:t.Fish.，品 αiwa709-0801，japan) 

Abs回 .ct: This study aimed at evaluating the applicability of the panicle grasping method for evaluation of the shattering habit of 

rice. Seven]apanese cultivars， three that were hardly shattering， and one each that were moderately， slighdy easily， eぉily，and verγ 

easily shattering were used. The shedding rate was determined by grasping three panicles in one hand for each plant. Each of 

出efour evaluators tested 50 plants of each cultivar. From the frequency distribution of shedding rate， a confidence interval was 

decided. These data suggest that an individual test for the shattering habit by出ismethod can distin肝 ish出ehardly-shattering 

type from the shattering type (moderately to verγeasily shattering) at 96% confidence level， although the grade of shattering 

habit can not be classified. Thus，出ismethod may be useful only for selecting the plan臼 wl白 ahardly-shattering habit. 

Keywords: Evaluation method， Individual test， Rice (Oryzαsativa L.)， Shattering habit. 
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