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技術論文 農業食料工学会誌 76(6): 555-563, 2014 

水蒸気の凝縮熱を利用した環境保全型水稲種子消毒技術に関する研究＊

野田崇啓*lt. 伊輿田浩志*2. 日高靖之*1. 井上 保*3. 横江未央*4

要 旨

農薬を用いない環境保全型水稲種子消毒技術の能率向上と低コスト化を目的に，水蒸気加熱による水

稲種子消毒技術を検討した。本技術は，水蒸気の凝縮を利用して種子表面近傍を高温短時間で湿熱処理

すること，慣行の温湯浸漬消毒と比べ，冷却・乾燥処理を簡素化することをねらいとする。

水稲種子の発芽率に悪影響を及ぽすことなく高い殺菌効果を得られる条件を検討した結果，「気流温度

200℃，気流湿球温度 80℃，加熱時間 2s,加熱流速 1.8m/sで加熱後，常温通風による 60s以上の通風冷

却」を適処理条件と見出した。同条件の水稲種子消毒効果は，いもち病，もみ枯細菌病に対して温湯浸漬

消毒と同等であった。

［キーワード］コメ，種子消毒，過熱水蒸気，湿度，裔温高湿度空気，加熱殺菌，熱療法

Technical Development of an Environment-Friendly Disinfection Method 

for Rice Seed Using Steam Condensation Heat* 

Takahiro NODA *11, Hiroyuki IYOT A *2, Yasuyuki HIDAKA *1. Tamotsu INOUE*3, Mio YOKOE*• 

Abstract 

In order to raise efficiency and to reduce the costs associated with chemical-free, environment-friendly 

disinfection methods for rice seed, we propose a rice seed disinfection method that uses steam heating. 

This method aims to sterilize the surface of rice seeds with wet heat using steam condensation, and to 

simplify the cooling and drying process compared with the conventional hot water treatment. 

To investigate the applicability of this method and determine the optimal conditions for rice seed 

disinfection, we examined the effects of heating air temperature, air humidity, air flow rate, and heating 

time on the sterilization rate and germination rate of rice seeds. We found that the optimal conditions were 

as follows : heating with an air temperature of 200℃ and wet bulb temperature of 80℃ a heating time of 

2s, an air flow rate of 1.8m/s, and cooling by ventilation with ambient air for more than 60s. Using these 

optimal conditions, the newly described disinfection method was as effective against blast and bacterial 

grain rot as the conventional hot water treatment. 

[Keywords] rice, seed disinfection, superheated steam, humidity, humid hot air. heat sterilization, thermotherapy 

1緒言

水稲種子の消毒による種子伝染性病害の防除は，水稲

作において収量確保，品質維持のために欠かせない工程

である。日本の水稲種子消毒は，従来，薬剤処理による

化学的防除法が主体で実施されてきた。しかし近年，薬
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剤廃液処理の問題（山田ら， 1998),薬剤耐性菌の発生リ

スク，環境保全意識の高まり，減農薬栽培への取組拡大

等が要因となり，その使用削減と代替技術への転換が進

んでいる。

薬剤処理の代替技術として，温湯浸漬消毒法（以下，

温湯処理）が普及している。温湯処理は，熱で種子伝染

性の病原菌を殺菌する物理的防除法である。同処理は一

般に水稲種子を 60℃の温湯に 10分間浸漬後，冷却水に

5分浸漬その後脱水，乾燥工程を経る。元来，小規模

農家向けの技術であった温湯処理（黒田ら， 2007)は，

産地の種子を一括処理する種子センターヘと利用場面が

拡大し，その普及に拍車をかけた。 2008年に実施した岡

部ら (2009)の調査によると，大型施設が導入された宮

城県鳥取県での普及率は，全国平均の約 10%と比較し，

それぞれ 60%, 48%に及ぶ。

しかしながら，温湯処理は消毒槽への給湯作業，脱水

作業に要する時間や労力，コスト面に対し，生産現場か

ら一層の改善が求められている（生研センター， 2012:

窪田ら， 2013)。特に乾燥工程に関してはそのエネルギ

消費量の低減が主要な課題とされている（窪田ら， 2013)。

海外に目を向けると，穀物種子への温湯処理は 1960

年代以降ほとんど利用されていない (Forsberg,2004)。

安価で効果的な薬剤の普及が大きな理由であるが， 日本

同様，後工程に必要な乾燥の労力とコスト（乾燥施設の

設置費用含む）が問題点として指摘されている

(Forsberg, 2004)。

これらを背景に，温湯処理以外の種子消毒方法も国内

外で数多く検討されている。その中でも加熱により種子

や植物体の病害防除を行う技術は，「熱療法

(Thermotherapy)」として取り纏められており (Baker,

1962 : Maude, 1996), 1960年代時点でその報告は 500

近くに及ぶ (Baker,1962)。穀物の種子消毒では，太陽

熱 (Luthra,1953), 温湯（早坂ら， 2001),火炎（窪田ら，

2013), 乾熱 (Dieterand Wolfgang, 2001 : 窪田ら， 2013),

レーザ光 (Bel'skiiand Mazulenko, 1984: 埼玉県農林総合

研究センター， 2001),マイクロ波 (Dieterand Wolfgang, 

2001), 水蒸気 (Baker,1969 : Forsberg, 2004 : 安達ら，

2010), マイクロ波と水蒸気の併用 (Dieterand Wolfgang, 

2001)等を利用した熱療法が検討されてきた。これら加

熱媒体の代表的なものは，乾熱，温湯，水蒸気の 3種と

されている (Maude,1996)。このうち，水蒸気は他の 2

種に比べ， 日本では十分検討されていない。

水蒸気による病害防除法は，「蒸気曝露 (Aerated

Steam)」または「高温高湿度空気 (HotHumid Air)」等

と呼ばれ， 19世紀より主に海外でその利用が検討されて

きた (Baker,1969)。蒸気曝露による加熱処理（以下，蒸

気処理）は，水蒸気を多量に混入した気体で対象物を加

熱する処理方法である。その利点は，水蒸気の凝縮潜熱

により対象物表面の湿熱処理が可能なこと，温湯消毒に

比べ対象物の吸水が少なく，乾燥工程の簡略化が可能な

ことである (Baker,1969 ; Forsberg, 2004)。このような

特徴から，蒸気処理は，温湯処理と乾熱処理の折衷方式

とも称される (Maude,1996)。近年，穀物の種子消毒ヘ

の利用も再評価され，海外で麦類や野菜種子の消毒技術

として実用化しており，水稲種子への利用も検討されて

いる (Forsberg,2004 ; 前田ら， 2013)。

以上のように，蒸気処理は温湯処理に比べ様々な利点

を持つ。その一方，気流の温度，湿度，風量そして加熱

時間などの複数の要因が，種子への熱の伝わり方や水分

量の変化に影響し，ひいては水稲種子の発芽や消毒効果

に影響を及ぽすことが予想される。また，発芽率と消毒

効果は二律背反の関係にある。そのため，蒸気処理を実

用化するためには，水稲種子に適した処理条件，つまり，

高い消毒効果を持ちつつ，種子の発芽に悪影響を及ぼさ

ない最適な処理条件を見出す必要がある。しかしなが

ら，これまでに水稲種子を対象とした蒸気処理に関する

報告は少なく，さらに加熱条件としての要因を明確化し，

水稲種子の発芽や消毒効果に及ぼす影響を調べた報告は

見られない。

そこで本稿では，蒸気処理による水稲種子消毒技術を

開発するため，以下の 3点を検討した。

1)加熱媒体となる気流の温度，湿度，風量さらに同気

流での加熱時間が，水稲種子の殺菌率と発芽率に与える

影響を確認する。

2)蒸気処理による水稲種子の水分変化を測定し，蒸気

処理の利点である乾燥工程の簡略化が実現できるか評価

する。

3)蒸気処理の水稲種子伝染性病害に対する消毒効果

を慣行消毒法と比較評価する。

II 試験装置と処理の概要

試験に供試した基礎試験装置（以下，試験装置）を図

1に示す。試験装置は過熱水蒸気と高温空気の混合気体

発生部（以下，蒸気発生部），種子の熱処理部および種子

の冷却・乾燥部より構成する。

1. 蒸気発生部

蒸気発生部は，気流の温度・湿度・流量の異なる任意

の高温気流を生成する部位である。気流の湿度は，ブロ

ワからの空気量とボイラからの蒸気量を任意の割合で混

合し，所定の値となるよう制御する。気流の温度は，上

記の混合気流を 1次過熱器と 2次過熱器にて所定の気流

乾球温度（以下，気流温度）まで加熱して制御する。そ

して気流の流量は，体積式流量計によって測定する構造

である。

ここで，気流の湿度に関しては，相対湿度や絶対湿度

等，気体の性質や利用場面に応じ，各種の表記方法が存

在する。本稿では，その表記方法として，材料加熱時の

品温に関係の深い，気流湿球温度（断熱冷却温度・熱力

学的湿球温度と同義，単位：℃)を用い，さらに，水蒸

気モル分率（単位：％）を併記する。
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図 1 基礎試験装置

Fig. 1 Basic Test Device 
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気流湿球温度は，通風のある水で湿った（あるいは氷

で覆われた）表面において，純粋に蒸発のみによる冷却

によ って達成されうる最低の温度である。常温下では，

湿球温度計として湿度測定に利用されており湿度が高

いほど，その値は気流温度に近づく。すなわち，湿潤状

態の供試材料（湿球温度計におけるウィックに相当）を

一定条件の気流中で加熱 ・乾燥操作を行う際，供試材料

の温度は気流湿球温度で動的平衡状態となる。そのた

め，気流湿球温度は，気流温度とともに材料加熱時の品

温に大きな影響を与え，また，その数字自体が直接意味

を持つ。一方気流湿球温度は，相対湿度と同様，同一

湿度条件下でも気流温度の大小でその値が変化する。そ

のため，湿度の絶対量を表現できない点に注意が必要で

ある。

水蒸気モル分率は，気体に占める水蒸気の体積割合を

示し， 100%が水蒸気のみで気体が構成される状態， 0%

が絶乾状態となる。なお，水蒸気モル分率 100%の状態

では，気流は水の沸点温度以上であり，大気圧条件下で

は過熱水蒸気の形で存在する。

2. 種子の熱処理部

種子の熱処理部は，蒸気発生部の気流により水稲種子

を加熱処理する部位である。蒸気発生部の気流が種子に

触れると，種子近傍の同気流は種子によって冷却され，

飽和水蒸気圧が低下し，水蒸気が種子表面に凝縮水と

なって付着する。その際に種子へ凝縮潜熱を与える。種

子の熱処理部では，この加熱工程を利用し，種子表面を

急速に加熱して病原菌を湿熱で殺菌することをねらいと

する。なお，このような水蒸気の凝縮現象は，常温下で

は一般に結露と呼ばれる。

種子の熱処理部の構造と具体的な操作を以下に記す。

同部では，水稲種子を円筒の処理室へ約 13g置床後，蒸

気発生部で生成した気流を処理室下方より流す構造であ

る。処理室は内径 56.6mmのパイレ ック スガラス製の

円筒で，下面をステンレス製の金網 (24メッシュ）とし

た。処理室は着脱可能な構造であり ，処理室を取り外し

た状態で水稲種子を投入後，即座に気流出口へ処理室を

取付け，加熱処理ができる。なお，処理室を常温状態で

用いると処理室内壁および底面に凝縮水が付着し，加熱

操作の妨げになることが判明したため，処理室は予め

オープンで約 100℃に予熱してから用いた。

3. 種子の冷却・乾燥部

種子の冷却 ・乾燥は，本研究の大きな目的である「乾

燥工程の省力化による種子消毒の労力とコストの低減」

を前提に，簡易な処理とした。具体的には，加熱処理を

終え，表面に高温の凝縮水が付着した水稲種子へ常温の

風を当て，種子を冷却・乾燥する操作とした。水稲種子

に常温の風が触れると，種子表面に凝縮した水分は気化

し，その蒸発潜熱が種子から奪われる。種子の冷却・乾

燥部では，この工程を利用し，加熱直後の種子を急速に

冷却して種子内部への伝熱を抑制するとともに，処理前

の水分まで種子を乾燥することをねらいとした。

種子の冷却 ・乾燥部は，ブロワと配管で構成される。

熱処理部にて所定時間加熱された水稲種子は，処理室ご

と熱処理部から取り外し，速やかに配管へ取付け，処理

室下方から常温通風する構造とした。

以上の水稲種子消毒を目的とした一連の操作，すなわ

ち，水蒸気を利用して水稲種子を加熱殺菌し，その後，

水稲種子の冷却・乾燥を行う操作について，慣行になら

い以後「蒸気処理」と称する。

III 試験方法

1. 水稲種子処理条件の検討

(1) 気流湿度と加熱時間の影響

蒸気処理の加熱要因のうち，影響が大きいと考えられ

る気流湿度と加熱時間に着目し，その違いが水稲種子の

発芽率と殺菌効果に及ぼす影響を調査した。

実験試料は，実験の前年に収穫した埼玉県産彩のかが

やき， ヒノヒカリ，あかね空，朝の光の計4品種の市販

種籾を用いた。同種子は，塩水選により比重選別後，屋

外陰干しで乾燥させた常温試料を用いた。

実験条件は，表 lに示すとおり，気流湿球温度別に 4

条件，加熱時間別に 2条件，合計 8条件設定の上，蒸気

処理を行った。その他の実験条件は共通とした。

気流温度は，種子の熱処理部直下に設けた熱電対 (K

型， </>=0.2mm)により測定し，所定の温度になるように

2次加熱器のヒータ出力を調節した。

気流湿度は，加熱処理を行う上で重要な制御項目であ

るが，気流温度が 100℃を超える高温域では，その測定

自体が困難を伴う（伊輿田ら， 2012)。本研究では，伊輿

田ら (2012)の提案する簡易手法で湿度測定を行った。

すなわち，球状 (</>=15mm)に成型した多孔質練維材料

（医療用ガーゼ）の中心部と表面に熱電対 (K型，</>=0.2
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表 1 実験条件

Table 1 Experiment condition 

気流温度 Tgas （℃） 200 

気流湿球温度 Twet （℃） 60, 70,80,90 
（水蒸気モル分率） (Xgas) （％） (8.20. 42, 67) 

加熱流速 Vheat (m/s) 1.8 

加熱時間 theat (s) 2, 5 

冷却流速 Vcool (m/s) 8 6 

冷却時間 fcool (s) 60 

雰囲気温湿度 26℃, 58%RH 

mm) を挿入後蒸留水を含ませて湿潤状態とした。同

材料を気流中に設置し，ガーゼ球の表面温度と中心温度

の時間変化が 0.2℃ /30s以下となった時点の中心温度

側を気流湿球温度 Twetとした（一色ら， 2009)。さらに，

水蒸気モル分率Xgasは以下の式より求めた。

1.6158(Twe1-T, 叫(P,-ps,sa1)+(2501-2.34Twe1)Ps,sat
Xgas= (2501-2.5702Twe1+0.2302T, 叫(P戸 Ps,sa1)+(2501-2.34Twe1)Ps,sat

1657.46 
Ps,sat= lQ(7・07406-(227.02+Twet)) 

ここで，凡：全圧(=101.325 kPa), Tgas: 気流温度（℃），

Ps, sat: 飽和水蒸気分圧 (kPa)である。伊輿田ら (2012)

は，本手法における水蒸気モル分率の測定精度について，

その最大誤差は 8%と報告している。

加熱流速は，処理室内の平均流速とした。具体的には，

処理室断面積と雰囲気温湿度から必要となる蒸気量と空

気量を求めた後，体積式流量計と気流湿球温度の測定値

より設定した。

加熱時間は，処理室を熱処理部に取り付けた時間とし，

ストップウォッチを用いて測定した。

冷却流速は，無負荷状態における処理室の中心流速と

し，熱線式風速計により求めた。

冷却時間は，処理室を冷却・乾燥部に取り付けた時間

とし，ストップウォッチを用いて測定した。

実験結果は，水稲種子の発芽率と，籾から洗い出した

一般細菌および糸状菌への殺菌効果で評価した。ここ

で，殺菌効果については，水稲種子伝染性病害の病原微

生物は，籾殻表層付近に存在するとの報告（埼玉県農林

総合研究センター， 2001) を基に，籾からの微生物抽出

操作として粉砕処理を行わず，洗い出しにより籾殻表層

付近の微生物を抽出した。

水稲種子の発芽率測定は，主要農産物種子法の「種子

の発芽審査方法」に準じて行った。すなわち，ろ紙を敷

いて湿室状態にしたシャーレに水稲種子を 100粒置床

後 25℃のインキュベータに入れ， 14日間静置した。そ

の間に芽と根が明確に発現した個体を発芽種子とし，そ

の粒数割合を発芽率とした。無処理を対照区とし， 1試

験区につき 4反復行った。

一般細菌および糸状菌への殺菌効果は，平板培養法に

表 2 実験条件

Table 2 Experiment condition 

気流温度 Tgas （℃） 200 

気流湿球温度 Twet （℃） 80,85,90 

実
（水蒸気モル分率） (Xgas) （％） (42, 53, 67) 

加熱流速 Vheat (mis) 1.0, 1.8 
験

加熱時間 (s) 2, 3, 5 theat 

冷却流速 Vcoo/ (mis) 8.6 

冷却時間 fcool (s) 60 

雰囲気温湿度 24℃, 57%RH 

気流温度 Tgas （℃） llO. 140, 170. 
200. 250 

気流湿球温度 Twet （℃） 80 
実 （水蒸気モル分率） (Xgas) （％） (46-42) 

験 加熱流速 Vheat (mis) 1.8 

2 
加熱時間 fheat (s) 2 

冷却流速 Vcool (m/s) 8.6 

冷却時間 tcool (s) 60 

雰囲気温湿度 22℃, 42%RH 

より発現したコロニー数で評価した。まず，供試種子 10

gを量り取り，ポリソルベート 0.05%を含む滅菌リン酸

緩衝生理食塩水 lOOmLを加えたフラスコ内で一定時間

振とうし，微生物を抽出した。これを試料原液とした。

一般細菌は，試料原液を適宜希釈の後， lmLを標準寒天

培地へ混和し， 25℃のインキュベータにて 2日間培養し

た。糸状菌は，試料原液を適宜希釈の後， lmLをPDA

(Potato Dextrose Agar)培地に塗布し 25℃で 7日間培

養した。その後それぞれの発現コロニー数を計測し，

供試種子 lgあたりのコロニー数（単位： cfu/g)へ換算

し，これを常用対数値として表記した。無処理を対照区

とし， 1試験区につき 2反復行った。試験は，彩のかが

やきを対象とした。

(2) 加熱流速と気流温度の影響

加熱流速と気流温度が水稲種子の発芽率，殺菌効果に

及ぼす影響を調査した。

実験試料は，実験の前年に収穫した埼玉県産コシヒカ

リの市販種籾を常温状態で用いた。

実験条件は，表2に示すとおり，その目的に応じて 2

回に分け，各々の条件を設定した。実験 lは，加熱流速

の影響を確認する試験，実験2は，気流温度の影響を確

認する試験と位置付けた。

実験結果は，水稲種子の発芽率，籾から洗い出した一

般細窟および糸状菌への殺菌効果で評価し，その測定は

前述と同様の手法で測定した。いずれの試験も，無処理

を対照区とした。

2. 常温通風による冷却・乾燥効果の確認

蒸気処理における乾燥工程簡略化の実現可能性を評価

するため，加熱後の常温通風で水稲種子の冷却・乾燥を

十分に行うことができるか確認した。

実験試料は，前述の彩のかがやきを用いた。
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表 3 実験条件

Table 3 Experiment condition 

気流温度

気流湿球温度

（水蒸気モル分率）

加熱流速

加熱時間

冷却流速

冷却時間

雰囲気温湿度
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実験条件は，表 3に示すとおり，冷却時間別に 4条件

を設定した。その他の実験条件は共通とした。

実験結果は，水稲種子の発芽率，加熱直後と冷却 ・乾

燥中における種子表面温度と種子水分で評価した。

水稲種子の発芽率は，前述と同様の手法で測定し，無

処理を対照区とした。

種子表面温度は，各冷却時間経過後の種子を対象に，

放射温度計 (FLIRSYSTEM製 FLIRi5)を用いて処理

室上部から測定した。

種子水分は，赤外線水分計（ケット科学研究所製， FD-

800) を用いた絶乾法にて測定した。

3. 病害防除効果の評価

蒸気処理の水稲種子伝染性病害に対する防除効果を慣

行消毒法と比較した。

病害は，いもち病，もみ枯細菌病を対象とし，「イネ・

ムギ等殺菌剤圃場試験法」に準じ，育苗試験を実施した。

また，消毒処理による発芽への影響を確認するため，

前述の発芽率調査も併せて実施した

蒸気処理の条件は，前項までの検討結果をもとに， 1

条件を設定した。対照区として，無処理，温湯処理(60℃,

10分），薬液処理（チウラム・ペフラゾエート水和剤によ

る24時間種子浸漬処理）を設けた。

(1) いもち病

いもち病罹病種子は，埼玉県内のいもち病 • もみ枯細

菌病の併発ほ場から採取したキヌヒカリの自然感染籾を

用いた。

試験は，市販の水稲用育苗箱 (60cm x 30 cm) を仕切

板で囲んだ 14cm四方の試験区へ水稲育苗用粒状培土

を充填し，蒸気処理後，慣行により浸種，催芽を行った

種子を播種した。播種量は 16g乾籾 ／試験区 (150g乾

籾 ／育苗箱相当）とし，発病を促すために播種後の覆土

は行わなかった。なお，供試種子はもみ枯細菌病も罹病

していたため，市販培土へ殺菌剤（ヒドロキシイソキサ

ゾール ・メタラキシル液剤）を混和し，細菌病の併発を

防止した。その後蒸気式催芽器を用いて 30℃, 3日間

で出芽させた後人工気象器内で育苗管理を行った。人

工気象器の設定は，照明時間 12時間明期 22℃，暗期

20℃とした。水管理は，底面灌水と動力噴霧機を用いて

適宜実施した。

゜゚ z
 

200 

空気・過熱水蒸気混合気体の利用チャート上にお

ける実験条件

Fig. 2 Experiment condition on the application chart of 

mixture gas of air and superheated steam 

図 2

育苗開始から 24日後に約 200粒の種子をサンプリン

グ調査し，発病苗率および防除価を調査した。

(2) もみ枯細菌病

もみ枯細菌病罹病種子は，埼玉県内のもみ枯細菌病の

発生ほ場から採取した彩のほほえみの自然感染籾を用い

た。

本試験は，播種後に覆土を行うこと，育苗培土に殺菌

剤混和を行わないことを除き，前述のいもち病と同様の

試験管理を行った。

育苗開始から， 20日後に全粒調査を行い，発病苗率お

よび防除価を調査した。

IV 試験結果と考察

1. 水稲種子処理条件の検討

(1) 気流湿度と加熱時間の影響

加熱中の水稲種子の様子を目視観察した結果，いずれ

の処理条件も水稲種子表面に凝縮水の付着を認めた。ま

た，気流湿度が高いほど，その凝縮量が多い傾向を認め

た。冷却・乾燥中の水稲種子は，常温通風によって表面

の凝縮水が徐々に乾燥して種子の流動性が向上し，処理

室内で静置状態から流動状態へと変化する様子を観察し

た。

加熱直後に生じる種子表面への凝縮は，種子近傍の気

流が露点温度以下まで冷やされ，水蒸気が水滴へと状態

変化する現象である。気流（加熱媒体）の露点温度や湿

球温度は，図 2に示す空気・過熱水蒸気混合気体の利用

チャート（伊輿田ら，2009;井上， 2009)上に表現でき

る。図2は，実験で設定した気流条件をプロットしたも

のである。参考として同チャート上に気流温度 200℃の

常圧過熱水蒸気（水蒸気分圧 101.3kPa)と水蒸気の混入

しない乾燥空気（水蒸気分圧 OkPa)を併せて表示する。

加熱気流が種子によって冷やされる過程は，図中では横
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表 4 気流湿度，加熱時間が水稲種子の殺菌効果と発芽率に及ぼす影響

Table 4 Effect of air humidity and heating time on the sterilization rate and germination rate 

of rice seed 

実験条件•I) 菌数 (Log10cfu/ g)•Zl 発芽率 (%)*3)

加熱時間 気流湿球温度 （水蒸気モル分率） 彩の
ヒノヒカリ朝の光あかね空

(s) （℃） （％） 一般細菌糸状菌 かがやき

60 (8) 4.8 2.0 89 99 91 98 

2 
70 (20) 4.7 N.D. 88 99 95 97 

80 (42) 4.4 N.D. 89 98 92 96 

90 (67) 3.3 N.D 51*** 91* 48*** 73••· 

60 (8) 4.9 N.D 51*** 76*** 53••· 64*** 

5 
70 (20) 4 5 N.D. 54••· 61*** 46*** 52*** 

80 (42) 3.9 N.D. 46*** 61*** 48*** 54*** 

90 (67) N.D. N.D. o*** O*** o・・・ o••• 

無処理 5 1 3.2 85 98 91 96 

1)共通実験条件’気流温度 =200℃，加熱流速 =l.Sm/s, 冷却流速 =8.6m/s, 冷却時間 =60s

2) N.D. は不検出（一般生菌の検出下限 =2.5Log10cfu/g, 糸状菌の検出下限 =l.OLog1ocfu/g)
3) 4反復の平均値，＊は無処理との有意水準 5%,***は同 1%以下 (Student-t検定）

軸と平行に左側に移動することを示し，飽和蒸気圧曲線

との交点が露点温度となる。気流の露点温度は，輻射の

影響を除くと，本実験条件下では種子表面に凝縮した水

滴の温度とみなせる。

種子表面に凝縮した露点温度近傍の水滴は，その後，

気流の保有する顕熱により蒸発が促される。蒸発により

気流温度が低下しつつ，気流中の水蒸気量（水蒸気分圧）

が増加する過程は，図中に示す断熱冷却線上の移動とな

り，飽和蒸気圧曲線との交点となる気流湿球温度で動的

平行状態となる。すなわち，種子表面の凝縮水の温度は，

凝縮水が乾く過程において，露点温度から湿球温度へと

漸近する（井上， 2009)。この加熱初期の凝縮から蒸発に

転ずる一連の過程は，一般に反転過程と呼ばれている（伊

輿田， 2000)。

表4に気流湿度，加熱時間毎の発芽率と殺菌効果の実

験結果を示す。

一般細菌および糸状菌は，気流湿度（表中の気流湿球

温度および水蒸気モル分率に相当）が高いほど，また加

熱時間が長いほど，その菌数が低減した。糸状菌は，多

くの条件で検出下限以下となった。気流湿度を示す水蒸

気モル分率と一般生菌数との相関性は高く，加熱時間 2

Sでは，相関係数r=-0.95, 同5sでは， r=-0.99(ただ

し，表 4中の一般生菌数の N.D.は，検出下限値の 2.5

Log1ocfu/gとして計算）であった。図 2のチャートで示

したとおり，気流湿度が高いほど，気流の露点温度と湿

球温度が高くなるため，種子の表面に凝縮を生じやすく，

また，凝縮した水滴の温度が高くなることが分かる。気

流湿度が高いほど種子表面の殺菌効果が高くなった理由

は，種子表面への加熱温度が気流湿度に応じて高まった

ためと考えられる。

発芽率は，加熱時間 5sでは，いずれの品種，処理条件

においても無処理と比べ顕著に低下した。特に気流湿球

温度 90℃では，いずれの種子も発芽率は 0%となった。

加熱時間 2sでは，気流湿球温度 90℃で発芽率の低下を

認めたが， 80℃以下の条件では，いずれの種子も発芽率

の低下は認められなかった。

ここで，高い殺菌効果と発芽率の維持を両立させる条

件，すなわち水稲種子の消毒操作に適した処理方法につ

いて考察する。加熱時間 2s, 気流湿球温度 80℃ と，加

熱時間 5s, 気流湿球温度 60℃を比較すると，殺菌効果

は前者の方が高いが，発芽率の低下は後者の方が大きい

ことが分かる。すなわち，水稲種子消毒に適しているの

は前者と言える。前者と後者の加熱方法を比較すると，

前者は後者に比べ，気流湿度が高く加熱時間が短い操作

である。そのため，前者の方が種子表面から内部への温

度勾配が大きい加熱操作と考えられる。殺菌効果は病原

菌を抽出した籾表面近傍への加熱量が，発芽率の低下は

種子内部の玄米胚部への熱損傷が影響していると考えら

れる。

以上を踏まえると，水稲種子の消毒処理に適した加熱

方法は，種子表面を湿熱により高温短時間で処理して病

原菌を殺菌し，種子内部を低温にして発芽率を維持する

操作が望ましいと考えた。また，水稲種子加熱部位の最

適化には，気流湿度と加熱時間の制御が極めて重要であ

ることが明らかとなった。さらに，本実験で発芽率を損

なわず，最も高い殺菌効果を得られる条件は，気流湿球

温度 80℃，加熱時間 2sであった。

(2) 加熱流速と気流温度の影響

表 5に先の実験条件を踏まえ，加熱流速の影響を確認

した実験結果を示す。

本実験においても，気流湿度が高いほど，また加熱時

間が長いほど殺菌効果が高まる一方，発芽率が低下する

傾向を認めた。加熱時間 5sでは，いずれの条件におい

ても発芽率の低下を認めた。これは，表4の実験結果と

同じ傾向であった。しかし，表4の実験結果では，加熱

時間 2s, 気流湿球温度 90℃の条件で発芽率が低下した

が，本実験の供試種子では加熱時間 3sにおいても発芽

率の低下は認められなかった。
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表 5 加熱流速が水稲種子の殺菌効果と発芽率に及ぽす影響

Table 5 Effect of air flow rate on the sterilization rate and germination rate 

of rice seed 

実験条件•l) 菌数 (Log10cfu/g) 

加熱流速 加熱時間 気流湿球温度 （水蒸気モル分率） 一般細菌 糸状菌•2) 発芽率

(m/s) (s) （℃） （％） (%)*3) 

80 (42) 4.4 N.D. 99 

2 85 (53) 4.2 N.D. 99 

90 (67) 4.1 ND. 100 

80 (42) 4.5 N.D 99 

1.8 3 85 (53) 4.3 N.D. 95 

90 (67) 3.8 N.D. 99 

80 (42) 4.0 N.D. 75* 

5 85 (53) 3.7 ND. 64*** 

90 (67) 3.2 N.D. 50*** 

80 (42) 4 6 N.D. 99 

2 85 (53) 4.5 ND. 97 

90 (67) 

80 (42) 4.6 N.D. 99 

1.0 3 85 (53) 4.1 N.D. 96 

90 (67) 

80 (42) 4.3 ND. 77••· 

5 85 (53) 3.9 N.D. 77*** 

90 (67 

無処理 5.1 3.5 100 

1)共通実験条件：気流温度 =200℃．冷却流速 =8.6m/s, 冷却時間 =60s

2) ND. は不検出（糸状菌の検出下限=1. 0 Log10 cfu/ g) , 
3) 4反復の平掏値，＊は無処理との有意水準 5%, ••• は同 1%以下 (Student-t検定）
4)表中のーは未測定

加熱流速が種子の殺菌効果に及ぼす影響について，

般生菌数では，いずれの条件でもその違いは判然としな

かった。糸状茜数では，いずれの条件も検出下限以下と

なり，こちらも条件間の違いは判然としなかった。

加熱流速が種子の発芽率に及ぼす影響について，加熱

時間 5s, 気流湿球温度 85℃における加熱流速条件間を

比較すると，加熱流速の違いによる発芽率に有意差が認

められた (p<0.01,表中には明記無し）。これより，加熱

流速が大きいほど種子への加熱量が大きいと考えられ

る。

表 6に気流温度の影響に関する実験結果を示す。

加熱時間 2sの条件で殺菌効果を評価した結果，気流

温度 llO℃の条件では他の気流温度条件に比ベ一般細

菌の殺菌効果が若干低い傾向を認めた。しかし，気流温

度と一般生菌数との相関は r=-0.67と低かった。加熱

時間 2sでは，いずれの気流温度でも発芽率の低下は認

められなかった。

加熱時間 5sでの発芽率は，気流温度が 200℃の条件

で無処理に比して低下が認められ， 250℃ではさらに低

下した。これより，気流温度が高いほど種子の加熱量が

大きいと考えられる。

以上，加熱流速と気流温度について検討を行った結果，

両者ともに，種子の発芽率に影響があることを確認した。

しかしながら，両者が種子の殺菌効果に与える影響に関

しては，今回設定した試験条件において判然としなかっ

表 6 気流湿度が水稲種子の殺菌効果と発芽率に及ぼす

影響

Table 6 Effect of air temperature on the sterilization 

rate and germination rate of rice seed 

実験条件•l) 菌数(Logiacfu/ g) 

加熱時間 気流温度 一般細菌 糸状菌•2)
発芽率(%)*3)

(s) (℃） 

2
 

5 

110 4.8 N.D. 100 
140 4.4 N.D 100 
170 4.4 N.D. 99 

200 4.3 N.D. 99 
250 4.4 1.5 99 

llO 99 

140 100 
170 98 

200 89* 

250 68*** 

無処理 5.0 3.1 99 

1)共通処理条件：気流湿球温度 =80℃ （水蒸気モル分率 =46-42

％）．加熱流速 =l.Sm/s,冷却流速 =8.6m/s,冷却時間 =60s
2) N.D. は不検出（糸状菌の検出下限=1. 0 Log10 cfu/ g) , 
3) 4反復の平均値．＊は無処理との有意水準5%,***は同 1%以下

(Student-t検定）
4)表中の一は未測定

た。また，加熱流速と気流温度が種子の発芽率および殺

菌効果に与える影響は，先に検討した気流湿球温度や加

熱時間に比べると小さいと考えられた。加熱流速や気流

温度は，気流から種子への対流による加熱に深く関係す
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表 7 加熱後の常温通風による冷却・乾燥効果

Table 7 Drying and cooling effect by ventilation with 

ambient air 

実験条件＊］） 実験結果

冷却時間 水分 表面温度 冷却速度

(s) (%w.b.) （℃）（℃  /s)*Z) 

0 9.9 73 

発芽率
(%)*3) 

46*** 

10 8.9 51 2.2 82 
60 8.6 30 0.4 89 
120 8. 7 27 0 .1 88 

無処理 9.0 18 83 

1)共通実験条件：気流温度 =200℃，気流湿球温度 =80℃ （水蒸

気モル分率 =42%),加熱流速 =1.8m/s,冷却流速 =8.6m/s
2)試験区間の表面温度差 (LI℃)を冷却期間 (Lis) で除した平均

3) 4反復の平均値．＊＊＊は無処理との有意水準 1%以下 (Student-t
検定）

る要因である。また，本実験で設定した加熱時間は 2~5

sと短時間である。よって，このような短時間の加熱に

おいては，加熱初期に生じる凝縮による加熱要因の方が，

加熱流速や気流温度などの対流による加熱要因よりも大

きく影響すると考えられる。

2. 常温通風による冷却・乾燥効果の確認

表7に常温通風による冷却・乾燥効果の実験結果を示

す。蒸気処理の加熱条件は，前述の実験結果をもとに，

気流乾球温度 200℃，同湿球温度 80℃，加熱時間 2sの

条件下で行ったものである。

発芽率は，常温通風を行わず自然放冷した試験区（冷

却時間 =Os)でその低下を認めた。これは，加熱中に

種子が受け取った熱が徐々に種子内部へと伝導したため

と考えられる。一方，常温通風を行った種子では，発芽

率は低下しなかった。これより，常温通風による積極的

な種子の冷却は，発芽率維持の面でも有効であることが

明らかとなった。

水稲種子の表面温度および水分変化では，冷却時間 Os

を加熱直後の温度と考えると， 目視観察のとおり，種子

の加熱とともに水分増加が明らかとなった。水分増加量

は約 1%w.b程度であり，これは加熱中の凝縮によるも

のである。その水分増加最は，液体に浸漬させる慣行の

温湯消毒や薬液浸漬消毒と比べ，極めて微量である。ま

た，その大半は表面付着水であるため，乾燥は容易であ

ると考えた。

水稲種子表面温度は，冷却中に徐々に低下した。その

冷却速度は，冷却時間の経過とともに，徐々に小さくなっ

た。冷却初期は通風による対流冷却に加え，凝縮水分の

気化冷却が影響しているため，冷却速度が大きいと考え

られる。

種子水分は， 10s経過時点で無処理と同水準まで低下

しており，表面温度に比べ，水分は素早く無処理と同水

準まで低下した。

これより，蒸気処理は，加熱後の種子の水分増加量が

慣行作業に比べて極めて少ないため，本研究の大きなね

表 8 いもち病， もみ枯細菌病罹病種子に対する病害防

除効果と発芽率

Table 8 Control effect on blast and bacterial grain rot 

and germination rate 

対象病害

いもち病

もみ枯細菌病

試験区
発芽率

（％） 

発病苗率

（％） 

蒸気処理 96 9.1 
温湯処理 71 6.0 
薬液処理 85 8.0 
無処理 97 42.3 

蒸気処理 98 4.4 
温湯処理 93 5.0 
薬液処理 96 0.0 
無処理 98 9.9 

防除価
(-)•l) 

78 
81 
86 

55 
50 
100 

1)防除価は「病害なし」を 100とした指数で以下の式より計算

防除価＝
（無処理の発病苗率ー各試験区の発病苗率）

無処理の発病苗率
XlOO 

らいである乾燥工程の大幅な簡略化が実現できる見通し

を得た。また，簡易な常温通風により種子の冷却と乾燥

が可能であることから，乾燥装置の簡素化によるイニ

シャルコスト低減の可能性も示された。

3. 病害防除効果の評価

(1) 蒸気処理条件の選定

前述の試験結果から蒸気処理条件を絞り込むと，気流

温度 140~200℃，気流湿球温度 80~90℃，加熱流速 1.8

m/s, 加熱時間 2~3sの加熱処理を行った後常温通風

により冷却を行う操作が適処理条件範囲と考えた。ま

た，常温通風時間は，種子を常温付近まで温度低下させ

るとすると， 60s以上が望ましいと考えた。

これより病害防除効果の評価では，いずれの試験でも

発芽率の低下が認められなかった「気流温度 200℃，気

流湿球温度 80℃，加熱時間 2s, 加熱流速 1.8m/s」で加

熱後，「常温通風による 120sの通風冷却」を処理条件と

定めた。

(2) いもち病， もみ枯細菌病に対する防除効果

表8に蒸気処理のいもち病もみ枯細菌病に対する防

除効果を示す。

いもち病では無処理の発病苗率42.3%に対して，蒸

気処理では発病苗率は 9.1%まで低下した。防除価は，

慣行の薬液処理温湯処理とほぼ同等であり，水稲種子

消毒技術への有用性を確認した。

もみ枯細菌病を対象とした試験では，無処理の発病苗

率は 9.9%とやや低い条件であったが，蒸気処理では 4.4

％とほぼ半減した。蒸気処理は薬液消毒には及ばない

が，温湯消毒と同程度の病害防除効果を示した。

また，いずれの試験においても，蒸気処理による発芽

率の低下は認められなかった。

これより，蒸気処理は，いもち病， もみ枯細菌病に対

して，発芽率を低下させることなく，慣行の温湯消毒と

同等の病害防除効果が得られることを確認し，新たな水

稲種子消毒技術としての利用可能性を示した。
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特筆すべきは，慣行の温湯消毒では，熱処理時間で

10~15分，脱水・冷却に 5分，乾燥工程まで含めると数

時間を要するが，本熱処理は，加熱時間 2s,常温通風に

よる冷却・乾燥時間を含めても約 2分程度と短時間の処

理が実現できる。これより，慣行作業に比べ，高能率か

つ省力的な水稲種子消毒技術としての可能性が示唆され

た。

今後は，蒸気処理による処理条件のさらなる最適化と

装置化に向けた検討を行うとともに対象病害や汚染程

度の異なる各種の水稲種子を対象に，試験事例を重ねる

必要がある。

v摘要

農薬を用いない環境保全型水稲種子消毒技術の能率向

上と低コスト化を目的に，水蒸気加熱を利用した水稲種

子消毒技術を検討した。その試験摘要は以下の通りであ

る。

1)水稲種子消毒の処理条件として，加熱媒体となる気

流の温度，湿度，風量さらに同気流での加熱時間が，

水稲種子の殺菌率と発芽率に与える影響を調査した。

その結果，水稲種子の発芽率に悪影響を及ぼすこと

無く，高い殺菌効果を得られる適処理条件は，「気流

温度 200℃，気流湿球温度 80℃，加熱時間 2s, 加熱

流速 l.8m/sで加熱後， 60s以上の常温通風冷却」で

あることを示した。

2)加熱後に通風し，種子を積極的に冷却・乾燥するこ

とで発芽率の低下を防止できることを確認した。

また，加熱中に凝縮した水滴は，簡易な常温通風で乾

燥できるため，慣行消毒技術に比べ，乾燥工程の簡略

化が図れる見通しを得た。

3)適処理条件でのいもち病， もみ枯細菌病に対する病

害防除効果は，温湯消毒と同等であり，また発芽率の

低下も無かった。これより，蒸気処理は高能率かつ

省力的な水稲種子消毒技術として利用できる可能性

を示した。
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