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進歩総説：気候変動に伴い顕在化してきた作物栽培管理における問題と適応技術

水稲作における気候変動への土壌肥料的適応技術

3. コメの外観品質低下対策としての窒素施肥

林元樹

キーワード水稲，外観品質，窒素施肥

1. はじめに

全国的に水稲の外観品質を低下させる主な要因として，

いわゆる「白未熟粒」の発生が問題となっている．白未熟

粒は，胚乳の白濁する位置により，心白粒，乳白粒，基白

粒，背白粒，腹白粒等に区別される（長戸・江幡， 1965;

Tashiro and Wardlaw, 1991). このうち，乳白粒，基白

粒，背白粒は，登熟期間に高温（平均気漏が27°C以上）に

遭遇すると発生することが知られている（若松ら， 2007).

それぞれの発生要因を検討すると，乳白粒は日射量制限や

単位面積あたりの籾数過多により発生が助長されるのに対

し（今野ら， 1991;高橋， 2007), 基白粒と背白粒は出穂

後の気漏条件との相関が高い（近藤， 2011).

1950年代から 1960年代前半にかけて，全国的に外観

品質の低下が問題視され（長戸・江幡， 1965), 多くの研

究が行われてきたが，近年，各地域で夏季の気象条件に

起因する外観品質低下について，研究が行われるように

なった（田中・真鍋， 1989;星ら， 1996;舟公場ら， 1997;寺

島ら， 2001;和田ら， 2002;岩渕ら， 2003;表野ら， 2003;

高田ら， 2007;Okada et al., 2009; 杉浦ら， 2010;藪押

ら， 2010). 白未熟粒の発生は九州地方を始め温暖な地域

が主であるが，高温年では北陸や東北地方でも認められて

いる（松村， 2005;中川ら， 2012;白土ら， 2012).

栽培上の対応策として，水温を下げることで外観品質低

下を抑制する掛け流し（荒井・伊藤， 2001;中村ら， 2003;

坂田ら， 2005), かんがい水深を深くする深水かんがい

（佐藤ら， 2004;千葉ら， 2008,2009), 登熟期間が高温と

なる時期と重ならないように作期を移動する技術（森田，

2000; 松村， 2005;守田ら， 2009)や，籾数制限を目的と

した栽植密度の調整（高橋， 2004)等による発生抑制を目
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指した技術開発が行われてきた．

現在， 日本各地で窒素施肥法を組み合わせた外観品質

向上技術の開発が行われており，一定の効果が認めら

れた地域も出てきている（高橋， 2004;井上， 2011;杉

浦， 2011). 登熟期間の高温条件への耐性を有した品種の

普及が進んでおり，それらを対象とした栽培技術の確立が

行われている（金田ら， 2007;藤山， 2011;横山， 2011).

本編では，窒素施肥による外観品質低下抑制技術につい

て取りまとめる．

2. 植物体の窒素栄養状態と白未熟粒発生の関係

登熟期間の高温条件により発生する白未熟粒のうち，基

白粒と背白粒の発生率は玄米蛋白質含量との間に負の相

関がある（若松ら， 2008;杉浦ら， 2013). また，生育後

半の植物体窒素濃度と（杉浦ら， 2013), 出穂後の菓色と

（高橋， 2007)も負の相関があることから，これらに対し

ては，出穂期以降の窒素栄養状態の向上が有効である（近

藤 2011).

一方，乳白粒は，単位面積あたり籾数が多い生育条件で

登熟期間，高温に遭遇すると多発する（小葉田ら， 2004).

これは，登熟初期から中期の玄米の急激な生長に対し茎葉

からのソース供給が間に合わず，デンプンの蓄積が不良と

なったためと考えられる（小葉田ら， 2004;森田， 2008).

このため，基白粒や背白粒と同様に出穂期以降の窒素栄

養状態の向上だけでなく，籾数増につながる生育ステー

ジでの窒素栄養状態の制御が必要である（近藤， 2006;森

田， 2008).

なお，高温条件による白未熟粒発生を助長する要因

として，施肥法を含む栽培要因も想定されている（松

村， 2005). 特に，食味向上や倒伏に対応するため行われ

ている窒素施肥量低減が，外観品質低下に影響を与えて

いるとの指摘は多い（寺島ら， 2001;松村， 2005;森田，

2008; 近藤 2011). また，転作での田畑輪換に伴う土壌

窒素肥よく度の低下（新良， 2008,2009; 新良ら， 2010;小

田原ら， 2012)が影響している可能性も示唆されており

（松村， 2005;森田， 2008;近藤， 2011), 施肥を含め植物

体への窒素養分の「適正な」供給が外観品質向上に繋がる

と考えられる．
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3. 白未熟粒の発生抑制に向けた窒素施肥法

井手ら (1971), 山本ら (1985), 田中ら (2010)は幼穂

形成期以降に窒素成分を多く施肥することにより外観品質

が向上すること， これは，生育後期における植物体の窒素

栄養状態を向上させることにより外観品質が向上すること

を示している．特に，生育後期の窒素栄養状態の向上は基

白粒と背白粒の発現抑制に対して有効な手段である．一

方で，追肥量や出穂期以降の葉色と乳白粒発生率との間

に正の相関が認められることから（安原・月森， 2002;月

森， 2008),施肥量増のみでは外観品質向上とならない場

合もある．高田ら (2010)は，窒素施肥量が多いほど基白

粒割合は低くなるものの，乳白粒割合は高くなることを示

している．基白粒および背白粒と，乳白粒では発生要因が

異なることから，発生する白未熟粒を把握し，対応する必

要がある（近藤， 2011).

1)基白粒および背白粒への対応

西南地域を中心に，幼穂形成期以降の施肥量や施肥時

期の検討の結果（高橋， 2004;坂田ら， 2005;坂田・高田，

2006; 野村ら， 2004;若松ら， 2008;高田ら， 2010),慣行

法に比較して生育後半に水稲の葉色や窒素濃度を上げるこ

とで，基白粒や背白粒の発生率が低下することが判明して

いる．安庭ら (1979)は穂揃期での窒素施肥により背白粒

発生率が抑制されることを報告している．これらは基白粒

や背白粒の発生が多い地域の結果であり，対応策として幼

穂形成期以降の窒素供給が璽要であることを示している．

このことに関連し，追肥資材で被覆尿素肥料を用いる方

法が提案されている（坂田・高田， 2006;坂田ら， 2008).

杉浦ら (2013)は，基白粒発生率との間に，窒素施肥景の

みより土壌窒素発現量と組み合わせた窒素供給量が強い負

の相関を示すことを明らかにしている． このため，基白粒

と背白粒の発生を抑制し，安定した外観品質向上効果を得

るためには土壌の窒素肥よく度を考慮した施肥体系の確立

が必要であると言える．

2)乳白粒への対応

乳白粒発現率について，単位面積あたり籾数（小葉田ら，

2004)と，籾数／わら璽比（月森， 2008)とに正の相関が

認められることから，籾数制御に向けた栽培方法を行う必

要がある（森田， 2008;近藤， 2011). このため，水管理

や裁植密度等，施肥法以外の手法も用い，最適な単位面積

あたり籾数を維持し，その上で急激な葉色の低下等を起こ

さない施肥法が必要である．裁植密度について，疎植栽

培により乳白粒の発生は少なくなる（井上ら， 2004;高橋，

2004; 五月女ら， 2011)ものの，極端に疎植にすると，か

えって増加する（高橋， 2007)ことが示されている． これ

は，穂数の抑制により 1穂あたり籾数が増えたためと考え

られ，乳白粒の発生を安定的に抑制するためには地域に適

した栽培法の確立が必要である．

また，近年，移植直後から高温条件となる場合もあり，

地力窒素発現量が多くなるため，生育前半での窒素供給量

が増加し（田中ら， 2010), 生育過剰となる可能性が示唆

されている．そこで，西端ら (2001), 杉浦ら (2013)は，

緩効性肥料を用いる全景基肥栽培で，生育前半は抑制し幼

穂形成期以降での窒素供給を継続して行う配合により，乳

白粒の発生が低下することを示している．以上から，乳白

粒でも安定的に発生を抑制するためには，土壌の窒素肥よ

＜度等，栽培状況を考慮した施肥体系を確立する必要があ

る．

なお，若松ら (2010)と塚口ら (2012)は，通常とは異

なるタイプの乳白粒の発生を報告している．これは，通常

の乳白粒より高い温度で発生 (so0c以上）し，通常の乳白

粒では発生が多くなる剪葉処理等を行っても，発生量が変

化しない特性を有する．形状も，穀粒判別機では通常と同

じ乳白粒と選別されるものの，胚乳内がリング状に白濁せ

ず，中心部が白濁する．対応策として，基白粒および背白

粒と同様の，登熟期での窒素栄養状態の向上が考えられる

（近藤 2011).

3)全量基肥栽培での対応策

近年，生産者の経営規模拡大や高齢化に対応するため，

緩効性肥料を用いた全量基肥栽培（北村・今井， 1995)の

普及面積が増加している．全量基肥栽培についても，前述

のとおり，発生する白未熟粒の種類により対応する手法が

異なる．

基白粒と背白粒の発生が主な地域については，窒素供

給を生育前半には抑制し，幼穂形成期以降には継続す

る配合により外観品質は向上する（杉浦ら， 2008;荒木

ら， 2013). 一方，生育後期の窒素肥効を向上させると玄

米蛋白質含量が高くなることから（杉浦ら， 2008), 過剰

な施肥量増は避ける必要がある．

乳白粒発生抑制には単位面積あたり籾数の抑制が必要で

ある．関東以西の温暖地域では，生育前半の窒素肥効の抑

制（西端ら， 2001;杉浦ら， 2008), 疎植栽培との組み合

わせ（高橋， 2004;五月女ら， 2011)等により乳白粒発生

が可能である．一方，水稲生育に与える気象要因の影響が

温暖地よりも大きい東北地方以北の寒冷地では，疎植栽培

等生育を抑制する栽培法は，穂数不足となり減収を招く可

能性がある（白土ら， 2012). 三浦ら (2009)は，中苗に

よる密植栽培と，生育期間全般に必要な窒素量の肥効調節

型肥料を育苗箱に施用する育苗箱全量施肥栽培とを組み

合わせることで，収量・外観品質とも良好な結果を得てい

る．この効果は登熟期間が高温の年でも得られており，地

域によっては有望な技術となり得ると考えられる（三浦・

進藤 2012).

なお，緩効性肥料のうち，被覆尿素肥料は地温により窒

素溶出量が影響を受けるため，高温条件によって溶出が早

くなることが想定される．北川 (2011)は，気象条件によ

り溶出パターンは変わるものの，水稲生育とのずれは小さ

く，収量や外観品質に与える影響は小さいとしている．実

際に各地域での試験結果を検討すると，収量や外観品質に

及ぼす緩効性肥料の効果に大きな年次間差異は認められな
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い（杉浦ら， 2008;荒木ら， 2013;進藤ら， 2015). 以上の

ことから，使用する地域の気象条件や品種にあった資材を

選定することで安定した外観品質向上効果が得られると考

えられる．

全量基肥栽培における最適な施肥量は，使用する資材の

窒素供給パターンと土壌窒素発現量予測とを組み合わせる

ことで推定可能である（北村・今井， 1995). なお，水稲

の窒素吸収パターンは，土壌や地域（上野・大竹， 1988),

品種（深山・岡部， 1984)により異なることから，施肥量

や窒素を溶出させるべき時期は栽培環境や対応する品種を

考慮して検討する必要がある．

4. 外観品質低下と食味との関連性

近年，食味に影響を与える玄米蛋白質含量を減らすた

めの過度な窒素施肥量減（近藤， 2006;松村， 2005,2007; 

月森， 2009)が，白未熟粒発生の一因である可能性が指

摘されている．一方で，食味官能試験の結果から，若松

ら(2007)は，白未熟粒の発生により「粘り」が低下する

こと，杉浦ら (2013)は白未熟粒が多発すると軟らかくな

り食味を落とす可能性があることを示している． これは，

胚乳の白濁部分は澱粉構造が荒く（服部ら， 2003), 水分

が高くなると「べたつき」が出るためと考えられる．食味

の点からも白未熟粒の発生は抑制したいところであり，ま

た，必ずしも玄米窒素含量と食味が相対的に推移するわけ

ではないことから（近藤， 2011), 食味向上に向け過度な

減肥は避けるべきである．

5. 「胴割れ粒」に対する対応

胴割れ粒は，品種特性や，登熟後期における天候および

栽培条件等が発生要因とされ，抑制手法として，胴割れ

が発生しにくい品種導入や登熟期後半の水管理や適期収

穫，収穫後の水分調整が重視されてきた（長田， 2006;森

田， 2008). しかし，高橋ら (2002), 長田ら (2004a)に

より，登熟前半での高温や強日射によっても発生すること

が報告されている．

対応策として，作期移動や水管理等が検討されている

（長田， 2006;南雲ら， 2010)が，登熟期の葉色と胴割れ

粒発生率との間に負の関係が認められ（高橋ら， 2002;

長田ら， 2006), 穂肥等の生育後半での窒素施用によ

り低下することが示されている（長田， 2006;川口• 北

條 2010). また，高橋ら (2002), 長田ら (2004b)は出

穂後の気象条件を用いた胴割れ発生予測法を提示してお

り，耐性品種との組み合わせにより安定した抑制効果が期

待できる（森田， 2008).

6. 今後の対応方策

夏期の高温化は，今後さらに進行するとの予測もあり，

2010年のように白未熟粒の発生による外観品質低下が従

来では認められなかった品種や地域，作期でも発生する可

能性がある（中川ら， 2012;白土ら， 2012). 従って，高

温耐性品種を始め，これまで外観品質低下が認められてい

ない品種についても，高温条件に対応する外観品質低下抑

制技術の検討が必要である．

全量基肥栽培については，施肥量を土壌窒素発現量と組

み合わせ設定する必要があるが，推定する際は分析が必要

であり，対応は難しい．森本 (2013)は，土壌センサ搭載

型可変施肥田植機を開発し，土壌肥よく度と作土深に比

例した施肥を行うことで，ほ場内の水稲生育を均ーにでき

るとしている．今後は，センサで得られたデータを解析す

ることで，より安定的な施肥量の設定ができると考えられ

る．

また，栽培中の急激な気象変動に対する技術開発も必要

である．たとえば，基白や背白粒の発生は出穂期以降の極

端に高温となる条件で，乳白粒の発生は出穂期までは高温

で登熟期間に天候が崩れ日照不足で多くなる．全量基肥か

ら分施法への転換も考えられるが，全量基肥栽培の普及

面積が増加した要因（生産者の経営規模拡大や高齢化）か

ら想定すると，現状のまま分施体系へ回帰することは難

しい．森田 (2011)は，窒素成分で4~6kg/10aの肥料を

10~15回分施する「少量継続追肥法」では，年次間差異が

小さく気象変動に対応できるとしているが，当然のこと

ながら労力が必要で，課題は残るとしている．吉田・布

施 (2013)は， GPS情報と 2波長のレーザによる生育セン

サを用いることでほ場内での生育マップが作成でき，可変

施肥機と組み合わせることで均ーな栽培管理ができるとし

ている．これと，「少量継続追肥」を組み合わせることで

省力的，かつ急激な気象変動に対応可能な栽培管理が可能

になるかもしれない．

以上，窒素施肥による外観品質低下抑制の進捗状況につ

いてまとめた．外観品質向上技術の開発については，土壌

肥料分野と作物分野との協力が不可欠である．さらに，昨

今， ICTやセンサー技術を利用する農業機械分野の進歩が

著しい．今後，この 3分野が協力して技術開発を行ってい

くことが菫要と考える．
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