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Ann. Rept. Plant Prat. North Japan 

イソプロチオランによる割れ籾の発生抑制と斑点米被害軽減効果

田嶋崇吉！＊・岸上隆介l

Reducing Effect of Isoprothiolane on the Number of Cracked Hull Grains 

and the Pecky Rice 

Sohkichi TAJIMA 1* and Ryusuke KISHIGAMI 1 

イソプロチオランを施用したイネで割れ籾の発生抑制が認められたことから，その機構について検討し

た．登熟期のイネでは出液速度の低下に伴うケイ酸供給量の減少により，籾殻の成熟が不十分となり割れ

籾が増加するが，イソプロチオランを施用したイネでは出液速度の低下が抑制されるため，ケイ酸供給量

が維持され，割れ籾発生が抑制される可能性が示唆された．
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近年の気象変動は我が国の水稲生産に大きな影響を及

ぽし，特に夏期の高温はイネの品質低下を招き，白未熟

粒の発生やー等米比率の低下などが確認されている (8).

一方，上記の気象変動は病害虫の発生にも影響を与え，

水稲の重要な防除対象である斑点米カメムシでは高温年

が続くと個体群密度が高まる傾向にあったとの報告があ

る (20). アカスジカスミカメ (Stenotusrubrovittatus) 

やアカヒゲホソミドリカスミカメ (Trigonotyluscaeles-

tialium)等の斑点米カメムシは北日本や日本海側地域

における優占種とされ (20), イネの登熟過程で外穎と

内穎が外れる「割れ籾」が多発すると，斑点米被害が大

きくなることが知られている (7). したがって，「割れ

籾」を効果的に抑えることができれば，これらの斑点米

カメムシによる被害を軽減する有効な手段となると考え

られる．

上記のような気象変動によるイネの品質低下を防ぐ技

術として，土づくりの重要性が挙げられる．土づくりを

目的に施用される資材としてケイ酸質肥料の有効性が確

認されている (2). イネはかんがい水や土壌から大量

のケイ酸を吸収しており，それは収量と品質の向上 (19)

や，耐病性の強化耐倒伏性向上，根の酸化力向上など

にも寄与していることが知られている (21). また，ケ

イ酸質肥料の施用により，高温条件下における水稲の蒸

散量低下が抑制され，葉温上昇防止に有効であったとの
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報告 (5)や，割れ籾抑制と斑点米被害軽減が知られて

いる (25).

一方，イソプロチオランは当初，イネいもち病に有

効な殺菌剤として実用化され (22), その後発根促進

(15). 登熟向上 (13).夏期高温時の白未熟粒軽減 (24)

等の植物成長調節作用が見出され，高品質なコメを生産

するための資材として活用されている．今回，本剤を施

用した圃場で割れ籾の発生抑制が認められ，その作用は

本剤の植調効果に起因していると考えられた．そこで，

本剤による割れ籾抑制とケイ酸との関係に着目し検討を

行ったのでここに報告する．

材料および方法

1. ポット試験

品種は「あきたこまち」を用いた. 2015年3月6日に

播種し，出芽後は温室内で育苗した. 3月27日に

1/5,000 aワグネルポットの周縁部に同程度の発育段階

の苗 15株を移植し，温室内で栽培した．基肥として粒

状肥料 (N:14, P: 10, K: 13, 0.8 g/ポット）を施用した．

生育中は，随時 1株に 1穂が着生するよう分げつ茎を

抜き取った．出穂日は6月8日だった．

試験区は 1区6ポットとし，無処理区と下記4種類の

薬剤処理区の計5処理区を設けた．イソプロチオラン粒

剤（イソプロチオラン 12%, 商品名：フジワン粒剤）
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処理区は5月20日（出穂19日前）に同粒剤4kg/10 aを

湛水散布した．イソプロチオラン乳剤（イソプロチオラ

ン40%,商品名：フジワン乳剤）処理区は5月29日（出

穂 10日前）に 1,000倍希釈液を 1001/10a相当量で散布

した上記2剤は穂いもちの防除適期に一致するよう処

理を行った．シリカゲル処理区は．ケイ酸施用による収

量増への影響が大きい幼穂形成期直前 (23)の5月8日

（出穂32日前）に 100kg/10 aを湛水散布した．クロチ

アニジン水溶剤（クロチアニジン 16%, 商品名：ダン

トツ水溶剤）処理区は6月24日（出穂16日後）に4,000

倍希釈液を 1001/10a相当量で散布したそして斑点米

を発生させるため， 6月24日（出穂16日後）から 7月8

日（出穂30日後）にかけて．ポットをビニールで覆っ

たケージの内部にランダムに配置し．そこに 6月24日，

6月26日， 6月30日にそれぞれアカスジカスミカメ 160

頭. 80頭， 100頭を放飼した. 7月8日にポットをケー

ジから取りだして温室内で栽培し. 7月13日に全穂につ

いて 1次枝梗と 2次枝梗に分けて正常籾と割れ籾の粒数

を調査した. 7月17Bに全穂を収穫し，温室内で十分に

乾燥させた後籾擦りを行い．得られた玄米について斑

点米率を調査した．

2. 2015年圃場試験

試験は大阪府河内長野市の現地圃場で実施した．品種

は「あきたこまち」を用い，基肥として化成403号 (N:

14, P: 10, K: 13) 40 kg/10 aを施用し， 2015年5月5日

に移植した（出穂日： 7月21日）．

試験区は周囲を波板で囲った 1区6m2 (反復なし）と

し，無処理区と下記3種類の薬剤処理区の計4処理区を

設置した．イソプロチオラン粒剤処理区は7月8日（出

穂 13日前）に同粒剤4kg/10 aを湛水散布した．イソプ

ロチオラン乳剤処理区は7月14日（出穂7日前）に 1,000

倍希釈液を 1001/10 a相当量で散布した．これら 2剤は

穂いもちの防除適期に一致するよう処理を行った．シリ

カゲル処理区は．ケイ酸質肥料を慣行的に施用した際の

成分量に近い 10kg/10 aのシリカゲルを幼穂形成期の

6月24日（出穂27日前）に湛水散布した．本処理区は，

ケイ酸質肥料の施用により期待できる割れ籾抑制と斑点

米被害軽減の程度を確認することを目的に設置した．

9月2日に 1区から任意に30穂を採取し，乾燥後，各穂

について 1次枝梗. 2次枝梗に分けて正常籾と割れ籾の

粒数を調査した. 9月8日に同じ試験区から任意の3株

を収穫し．乾燥後に籾摺りを行い，得られた玄米につい

て斑点米率を調壺した．

3. 2016年圃場試験

1) 割れ籾率

試験は大阪府河内長野市の現地圃場で実施した．供試

品種および基肥の条件は前年と同じで．移植は2016年

5月11日に行った（出穂日： 7月19日）．

試験区は周囲を波板で囲った 1区16m2 (反復なし）と

し，無処理区と下記2種類の薬剤処理区を含む計3処理

区を設置した．イソプロチオラン粒剤処理区は穂いもち

防除適期に一致する 7月12日（出穂7日前）に4kg/10 a 

を湛水散布した．シリカゲル処理区は6月29日（出穂

21日前）に 10kg/10 aを湛水散布した. 8月9日， 8月

17日， 9月2日に各区から任意の 10穂を採取し，乾燥後，

各穂について正常籾と割れ籾の粒数を調壺した．

2)籾収量と籾殻のケイ酸濃度

9月12日に各区から任意の6穂を採取し，乾燥後，不

稔籾を除去した．残りを割れ籾と正常籾に分けて籾摺り

し，玄米と籾殻を得た. 6穂分の籾重，玄米重，籾殻重

を粒数で除して， 1粒あたり各重量を求めた．

籾殻のケイ酸濃度は，中島・大野 (11)の方法に従い，

試料をマッフル炉で焼成し，灰化物の重量を乾物重で除

して求めた．

3) 出液速度および出液中のケイ酸濃度

上記と同一圃場に同面積の試験区を別途設け，同じ期

日に各薬剤を湛水散布した．登熟期間中の出液量の変化

を確認するために，各区における 8月3日（出穂 15日後）

と8月19日（出穂31日後）の出液速度を調査し， 8月

19日には出液中のケイ酸濃度を測定し，出液速度との

積値からケイ酸供給量を求めた．出液速度の測定は森

田・阿部 (9) の方法に従い，下記のような手順で行っ

た．調査対象株を土壌表面から 10cmの高さで切り取

り，脱脂綿を切断面に乗せ，素早くビニール袋で覆い，

1時間後にビニール袋ごと脱脂綿を引き上げて取り除

き，脱脂綿の重量増加分を 1株 1時間あたりの出液量と

したこの出液量を 1株あたり茎数で除して出液速度と

した. 8月3日は 1区15株， 8月19日は 1区10株を対象

に調査した．

さらに出液を含浸した脱脂綿の重量を測定した後，た

だちにー80°Cフリーザーに入れ，ケイ酸濃度の測定の直

前まで保存した．脱脂綿を解凍し，蒸留水 (50ml) を

滴下して，上澄み液をサンプルとし，そのケイ酸濃度を

モリブデンブルー法により測定した (12).

4. 他地域での圃場試験

試験は福島県二本松市の現地圃場で実施した．品種は

「天のつぶ」を用い，基肥として堆肥1t/10 a, けい酸加

里 (K:20, Si: 34, Mg: 4) 40 kg/10 a, ひとめぽれ専用

505 (N: 15, P: 20, K: 15, Mg: 4) 40 kg/10 aを施用し，

2014年5月11日に移植した（出穂日： 8月58). 試験

区は周囲を波板で囲った 1区150m2 (反復なし）とし，

無処理区およびイソプロチオラン粒剤処理区の計2処理

区を設けたイソプロチオラン粒剤処理区には7月20

日（出穂17日前）に同粒剤 (4kg/10 a)を湛水散布した．

9月20日に 1区から任意の30穂を採取し，乾燥後，各

穂について 1次枝梗， 2次枝梗に分けて正常籾と割れ籾

の粒数を調査した．
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5. 可給態ケイ酸濃度

2017年2月に各圃場から土壌を採取し，可給態ケイ

酸濃度を調査したまず，土壌を風乾し，風乾土 lgに

対してpH6.2に調整した20mMリン酸ナトリウム緩衝

液10mlを加えて5分間振とうした後 40°cで24時間

静置した．再び5分間振とうした後ろ液を採取し．ケ

イ酸抽出量を今泉ら (1)の方法により測定した．

結果および考察

1. ポット試験

温室内ポット試験の結果を第 1表に示した．穂が十分

に成熟した後に調査を行ったところ．無処理区では40%

以上の割れ籾率が認められた．一方，シリカゲル 100kg/ 

10 aを幼穂形成期直前の出穂32日前に施用したところ，

顕著な割れ籾発生抑制が認められた．また．これよりは

やや劣るもののイソプロチオラン粒剤とイソプロチオラ

ン乳剤処理区でも割れ籾発生抑制が認められた．

石本 (4) によると，アカヒゲホソミドリカスミカメ

の加害による側部斑点米は出穂後 15日ではわずかに認

められ，その後成熟期にかけて顕著に増加し．この側部

斑点米の発生時期が割れ籾の発生時期と関連があるとし

ている．また，櫻井・榊原 (17) によるとアカスジカ

スミカメの放飼試験の結果，斑点米の発生は割れ籾で多

く観察され，出穂21日後に放飼した場合に斑点米発生

率が最も高く, 32日後以降の放飼では低下したとして

いる．そこで，すべてのポットをケージの内部で栽培し．

出穂 16日後 18日後， 22日後にアカスジカスミカメを

放飼したところ，無処理区の斑点米率は8.4%に達した

が，クロチアニジン処理区を除き，割れ籾率が低い区ほ

ど斑点米率が低かった．以上のことから．イソプロチオ

ランやシリカゲルの施用により割れ籾発生が抑制された

結果，斑点米被害が軽減されたと考えられた．一方．対

照のクロチアニジン水溶剤処理区では割れ籾率は高かっ

たものの斑点米は全く認められず，本剤の殺虫効果によ

り斑点米被害が生じなかったと考えられた．なお，シリ

カゲル区では過剰量 (100kg/10 a) を処理したため，

イソプロチオラン区に比べ割れ籾率が極めて低かった

が，イソプロチオラン区と同程度の斑点米被害が認めら

れた．従って，割れ籾抑制による斑点米被害抑制効果は

殺虫剤処理に比べると不完全だが，斑点米被害の軽減対

策として有効と考えられた．

2. 2015年圃場試験

品種の特性として割れ籾率が比較的高い傾向の「あき

たこまち」を用いたところ，無処理区の割れ籾率は

40%近くに達した（第2表）．本圃場における斑点米カ

メムシの生息虫数調在は行わなかったが，出穂期に多数

のアカスジカスミカメを確認しており，無処理区の斑点

米率は2.35%に達した．一方，イソプロチオラン粒剤

を穂いもち防除適期の出穂 138前に施用したところ，

無処理区に比べて有意差はないものの割れ籾率と斑点米

率の低下が認められ，その程度はシリカゲル区と同等

だった．従って，本剤はケイ酸質肥料と同程度に割れ籾

抑制と斑点米被害を軽減することが期待され，斑点米被

害の軽減対策資材として活用できる可能性が考えられ

た．一方，イソプロチオラン乳剤ではポット試験に比べ，

割れ籾抑制や斑点米被害軽減は不十分だったが，本圃場

では散布後3日間の降水量が135mmに達し，短期間の

多雨により有効成分が流亡したことが主な要因と考えら

れたなお，部位別に割れ籾率を調査したところ， 1次

枝梗に比べ2次枝梗の割れ籾率が飩い傾向が認められ

た．この要因については後述する．

3. 2016年圃場試験

登熟期間中の割れ籾率の推移を第3表に示した．各区

の割れ籾率は出穂21日後には 1~2%だったが出穂29

日後には6~13%へ増加した（処理区間で有意差なし）．

出穂45日後には，無処理区の割れ籾率はさらに大きく

第1表 イソプロチオランによる割れ籾抑制と斑点米抑制（ポット試験）a) 

割れ籾率 (%)bl
試験区

1次枝梗 2次枝梗 合計

イソプロチオラン粒剤 (4kg/10 a) 20.8b 14.0b 19.3b 

出穂19日前 (5月20日）

イソプロチオラン乳剤 (1000倍） 17.5b 15.2b 17.0b 

出穂10日前 (5月29日）

シリカゲル (100kg/10 a) 3.0a 2.5a 2.8a 

出穂32日前 (5月8日）

クロチアニジン水溶剤 (4000倍） 32.7c 31.lc 32.6c 

出穂16日後 (6月24日）

無処理 43.7d 41.5d 43.ld 

a) 1/5000 aワグネルポット (Iポット 15株植え， 6ポット）を用いた．

b)全穂（約80穂）の平均値，同一英小文字間に有意差なし Steel-Dwass多重検定 (p<0.05).

c) 6ポットの平均値同一英小文字間に有意差なし Tukey多重検定 (p<0.05).
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斑点米率 (%)cl

3.2a 

2.9a 

2.2a 

O.Oa 

8.4b 



第2表 イソプロチオランによる割れ籾抑制と斑点米抑制 (2015圃場試験）a) 

試験区
割れ籾率 (o/o)b)

斑点米率 (%)cl
1次枝梗 2次枝梗 合計

イソプロチオラン粒剤 (4kg/10 a) 22.0a 32.8a 27.4a 1.05 

出穂13日前 (7月8日）

イソプロチオラン乳剤 (1,000倍） 31.Sa 38.4ab 34.4a 2.18 

出穂7日前 (7月14日）

シリカゲル (10kg/10 a) 19.la 36.9ab 27.6a 1.08 

出穂27日前 (6月24日）

無処理 33.2a 48.7b 39.Sa 2.35 

a)試験地：大阪府河内長野市．

b) 30穂の平均値．同一英小文字間に有意差なし Steel-Dwass多重比較 (p<0.05).

c) 3株分の全粒対象に調査．

第3表 登熟期間中の割れ籾率の推移 (2016圃場試験）a) 

割れ籾率 (%)bl
試験区

イソプロチオラン粒剤 (4kg/10 a) 

出穂7日前 (7月12日）

シリカゲル (10kg/10 a) 

出穂21日前 (6月29日）

出穂21B後 (8月9日）

1.45土0.96a

1.01土0.42a

出穂29日後 (8月17日）

8.95土2.28a

6.13土2.lla

出穂45日後 (9月2日）

10.11土1.54b 

13.79土3.77b

無処理 2.13士0.93a 13.35土4.48a 32.57土5.33a

a)試験地：大阪府河内長野市．

b) 10穂の平均値と標準誤差， 1次枝梗と 2次枝梗の合計，同一英小文字間に有意差なし Steel-Dwass多重比較 (p<0.05).

増加して約33%になった一方，イソプロチオラン区や

シリカゲル区での増加は緩やかで，無処理区の割れ籾率

よりも有意に低かった．

2016年の圃場試験では，上記の割れ籾発生とケイ酸

供給との関係を明らかにするために登熟期の出液速度

と出液中のケイ酸濃度について検討を行った（第4表）．

出穂 15日後の出液速度は，イソプロチオラン区でやや

高い傾向が認められたが，いずれの試験区も有意差は認

められなかった出穂31日後の出液速度は，出穂 15日

後に比べ全試験区において低下し，特に無処理区での低

下が最も大きく，イソプロチオラン区では緩やかであっ

た結果，イソプロチオラン区での出液速度は無処理区よ

り有意に高くなった．一方，イソプロチオラン区では出

液中のケイ酸濃度は無処理と差は認められなかった． し

かし，出液速度が裔かったためにケイ酸供給量は無処理

区対比で有意に高かったまた，シリカゲル区での出液

速度は無処理区と有意差はなかったものの，ケイ酸濃度

が高かったためにケイ酸供給最は無処理区対比で有意に

高かったこのことから，イソプロチオラン区およびシ

リカゲル区では登熟期にケイ酸がより多く供給されたこ

とにより，割れ籾発生が抑制されたと考えられた出穂

期のイネにおいてイソプロチオランの施用により根の活

力が維持され，同化産物の転流促進 (16) や止葉にお

ける蒸散量の増加 (14) が確認されていることから，

それが出液速度とケイ酸の供給量が高く維持された一

因と考えられた． 水野 (6) は籾殻重とケイ酸含巌は高

い正の相関関係があり，ケイ酸が籾殻の強度を保つ上で

重要な役割を担っているとし，安田・永田 (26) によ

ると，籾のケイ酸含量が高いほど割れ籾率が低下したと

している．そこで， 2016年圃場試験の無処理区で割れ

籾と正常籾について玄米重，籾殻重，籾殻ケイ酸濃度を

比較したところ，割れ籾は正常籾対比で，玄米重はほぽ

同等だったが，籾殻重が小さく，籾殻ケイ酸濃度が低

かった（第5表）． したがって，割れ籾ではケイ酸供給

量が少なかったために籾殻の形成と充実が不十分となる

一方，玄米は正常籾と同程度に充実したため割れ籾に

なったと考えられた．以上のことから籾に十分なケイ酸

を供給できれば割れ籾発生が抑制できると考えられた．

なお，本圃場では斑点米率が極めて少なく，斑点米抑制

効果を評価できなかった．

4. 他地域における圃場試験

福島県二本松市の圃場でもイソプロチオラン処理に

よって割れ籾抑制が認められた（第6表）．試験地や品

種が異なる条件でも同様の結果が得られることを確認し

たなお，本圃場では基肥としてケイ酸質肥料を施用し

ており，そのような圃場であってもイソプロチオランに
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第4表 登熟期間中の出液速度の推移とケイ酸供給量 (2016圃場試験）a) 

出液速度 (mg/h/茎） ケイ酸濃度 (ppm) ケイ酸供給量 (μglh/茎）

試験区 出穂15日後b) 出穂31日後c) 出穂31日後d) 出穂31日後e)

X Y 

イソプロチオラン粒剤 (4kg/10 a) 184土!Oa 126士5b 337.3士6.8a 42.57士1.89b

出穂7日前 (7月12日）

シリカゲル (IOkg/10 a) 167土9a 110土7ab 380.8士9.4b 41.79土2.59b

出穂21日前 (6月29日）

無処理 168土13a 90士9a 353.7土13.9ab 30.87士1.76a

a)試験地：大阪府河内長野市. b) 15株平均値と標準誤差. c) 10株平均値と標準誤差， d)10株の平均値と標準誤差， e)10株のX

とYの積の平均値と標準誤差．同一英小文字間に有意差なし (Tukey多重比較， p<0.05).

第5表 籾殻の 1粒あたり重量とケイ酸濃度 (2016圃場試験）a) 

調査 籾重 玄米重籾殻重b)籾殻ケイ酸濃度

籾数 (mg) (mg) (mg) (%) 

割れ籾 281 24.4 20.8 

正常籾 416 25.5 20.9 

3.6 

4.6 

15.2 

17.0 

a)無処理区の6穂分の全粒を対象に調壺，試験地：大阪府河

内長野市．

b)籾重から玄米重を減じた値．

よる割れ籾抑制が期待できると考えられたまた，イソ

プロチオランによる割れ籾発生抑制の程度は 1次枝梗と

2次枝梗で異なり. 1次枝梗の割れ籾率は無処理と有意

差はなかったが， 2次枝梗では大きく低下した．

中場ら (10) は「あきたこまち」を用いた試験で割

れ籾は2次枝梗や穂下部等の弱勢穎花で多いと報告して

おり，同様の傾向が2015年圃場試験においても確認さ

れた． （第2表）．一般的に登熱は強勢穎花で先行し弱勢

頼花では遅れるが．徐・太田 (23) は2次枝梗の籾殻の

ケイ酸濃度は 1次枝梗よりも低かったとしていることか

ら，ケイ酸の供給も弱勢穎花で遅れる可能性が考えられ

た． したがって，弱勢穎花が登熟する時期には出液速度

が低下し．ケイ酸供給量が少なくなるため，籾殻の成熟

が不十分となり，割れ籾が多くなると推察される． しか

し．イソプロチオラン処理によって登熟期後半までケイ

酸が供給されることで，特に2次枝梗での割れ籾抑制に

繋がったと考えられる．

なお．本圃場では斑点米率が極めて少なく．斑点米抑

制効果を評価できなかった．

5. 試験圃場の土壌中可給態ケイ酸濃度

櫻井ら (18) によると土壌の可給態ケイ酸濃度が低

い圃場では割れ籾が多発したとしている．そこで，今回

試験を行った各圃場における割れ籾の発生リスクを検討

するために．各試験地の土壌の可給態ケイ酸濃度を測定

したところ，北海道のケイ酸質肥料の施肥基準となる

16 mgSi0/100 g土壌 (3) をいずれも上回っており．

イネが必要とするケイ酸を供給可能な圃場だったと考え

第6表 イソプロチオランによる割れ籾抑制（他地域における

圃場試験）a) 

割れ籾率 (%)bl
試験区

1次枝梗 2次枝梗全体

イソプロチオラン粒剤 (4kg/IO a) 5.2 n.s. 8.5** 6.4 * 

出穂 17日前 (7月20日）

無処理 6.3 16.4 10.6 

a)試験地：福島県二本松市．

b) 30穂の平均値 studentのt検定で無処理に対し， n.s.有意

差なし，＊有意差あり (p<0.05),**有意差あり (p<0.01).

第7表 試験圃場の土壌における可給態ケイ酸濃度

圃場所在地

大阪府河内長野市

福島県二本松市

可給態ケイ酸濃度

(mgSi0/100 g土壌）a) 

19.7 

20.7 

a) pH 6.2に調整した20mMリン酸緩衝液で抽出．

られた（第7表）．しかし，第2表 第3表に示したよう

にシリカゲルやイソプロチオランの施用により割れ籾発

生が抑制されたことから，そのような圃場でも登熟期は

ケイ酸が不足する可能性があり，イソプロチオランは登

熟期に不足するケイ酸を補う効果があると考えられた．

以上の結果，穂いもちの防除適期に処理されたイソプ

ロチオランにより割れ籾発生が抑制されることを確認し

た．これは，イソプロチオランを処理した出穂期のイネ

において，同化産物の転流が促進され，水分吸収能が高

く維持された結果， より多くのケイ酸が供給され，籾殻

の形成と充実が進んだことが一因と考えられた．また，

本剤の施用により割れ籾の発生が抑制された圃場におい

て，斑点米被害も減少する事例が確認されたことから，

本剤は斑点米被害の軽減対策の一つとして寄与すると期

待される．
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