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第 1章

北海道の水稲は,明治以前より幕府 ･松前藩の保護

と指導の元に幾つもの試作が行われていた.しかし,

度重なる冷害凶作のため,稲作の普及定着は遅々とし

てお り,開拓使の設置された明治 2年 (1869)に322

町歩,明治 12年 (1879)1033町歩,明治24年 (1891)

においても2153町歩に過ぎず,この88%が道南地方に

分布 していた1).明治20年代後半は,公共機関による

本格的な試験研究が始まり,この成果が大きく明治30

年代にはいると,道央地帯にも順調に普及 した.米の

増産が至上命題 となった昭和20年度からは,急激な造

田が進んだことから,昭和36年 (1961)には20万ha,

昭和44年 (1969)には北海道米作史上最多の26万haに

達した.

一方,米の自給動向は昭和39年 (1964)を境に需要

量が年々減少 し,昭和46年 (1971)から本格的な米の

生産調整が行われた.特に,北海道に対 しては食味 ･

品質の差を理由に本州のどの県よりも多い生産調整が

実施され,昭和58年 (1983)には本州の 2倍以上にあ

たる全水田面積の約 5割近くに達 した.そのため,水

稲の作付け面積は年々減少 し,平成 15年 (2003)以降

は12万ha以下となっている.中でも,もち米や加工用

米を除いた梗米の作付け面積は,平成 16年度 (2004)

で10万6千haとなった2).

この要因は.経済の発展による所得の増大が消費者

の米に対する噂好を変化させるとともに,食生活の多

様化をもたらしたことが挙げられる.当時の北海道産

米の食味に関しては,東北 ･北陸の美味しいといわれ

る米と比較すれば硬 くて粘 りが少なく,評価が低かっ

た.このような状況の中で,北海道産米の食味 ･品質

の向上に対する要請が高まり,昭和55年からは北海道

立農業試験場のプロジェク ト研究 ｢優良米の早期開発

試験｣が開始され3).これにより米の食味成分 (ア ミ

ロース含有量,タンパク質含有量,アミログラム最高

粘度など)の解析が進み,アミロース含有量およびタ

ンパク質含有量の低下が炊飯米の粘 り･柔らかさの向

上に重要であることが解明された3 ).これは品種育･4･5

成にも活用されるようになり,その結果,｢きらら397｣

｢ほしのゆめ｣｢ななっぼし｣などの良食味品種が育成

され,本州産米と比較しても遜色ない水準に達した3).

しかし,現在の北海道産米は本州産米と比較 して十

分な評価を得るに至らず,価格も低迷 している.米市

緒 論

場では ｢コシヒカリ｣｢あきたこまち｣銘柄の優位性

が認められてお り,これに伍 していくためには,特 A 

(穀物検定協会評価) レベルの品質評価の獲得が不可

欠となっている.先に述べた食味成分は年次により変

動するが,北海道産梗米のアミロース含有量は平均180 

-220gkgJl,タンパク質含有量が70-80gkgJl程度6)で

あるのに対 して,特 A産米の水準はアミロース含有量

が175gkgJl,タンパク質含有量が61gkgー1程度である.

実需者ニーズに対する調査からは,タンパク質含有量 

70gkgー以下,アミロース含有量200gkgl以下が改善1

目標 とされ2･7),ホクレンの高品質米のタンパク質含有

量は68gkgー1以下とされる.アミロース含有量は品種

による変動が大きく,タンパク質含有量は産地や栽培

技術による影響の大きいことが明 らかにされてい

る4r8).特 A産米の代表とも言える ｢魚沼産コシヒカリ｣

は ｢コシヒカリ｣とい う品種と ｢魚沼｣とい う産地が

銘柄 として合わさることで認知された.したがって,

北海道産米についても,品種開発による一層のアミロー

ス含有量低下ともに,より低タンパク質な米生産を目

指 した栽培技術の開発が望まれる.

米粒中のタンパク質含有量は,これまでの研究から

稲が吸収 した窒素の玄米生産効率 (精玄米重/総窒素

吸収量) と負の相関関係 を示す ことが知 られてい

る9 ).玄米生産効率の高い稲を目指すには,まずrlO･11 

第一に上記の式の分子である精玄米重の収量構成要素 

(穂数,-穂籾数)を十分に確保する必要があり,こ

れには移植後の初期生育 (分けつ,穎花形戚)の旺盛

なことが望ましい.次に,生育の中期では形成された

分けつや穎花のロスを少なくすることが重要であり,

特に不稔発生の抑制や,登熟には至らないと予想され

る遅れ穂の発生を少なくする栽培管理技術の導出が求

められる.生育後期 (出穂以降)では,菓身光合成能

を高く維持することにより,稲体の登熟力を高め,形

成された各籾に十分な炭水化物 (主にデンプン)を配

分することによる粒重増加が最終的な精玄米重の増加

に不可欠である.このような条件では,タンパク質含

有量の低下効果以外にも,良質粒歩合や玄米白度 ,千

粒重などの外観品質も改善が期待される.しかし,生

育量の増加が窒素吸収量に主導される場合は,玄米生

産効率の分母も多くなるため,その効率はむしろ低下

することになり,米粒中のタンパク質含有量を高める
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可能性も考えられる.また,窒素過多による過繁茂は

葉身間の光競合による登熟不良や,倒伏などによる登

熟停止などをもたらす可能性もあるため望ましくな

い121･4.さらに,生育後期に吸収される窒素は,栄･31)

粒中のタンパク質含有量を高めることが指摘されてい

る1 - 1). したがって,低タンパク質米生産を目指5･ … 8

すには,生育初期から健全かつ適正な生育を確保する

とともに,これを窒素依存ではない他の要因,例えば

ケイ酸などのミネラル成分などを活用して達成するこ

とが重要と考えられる.

本研究の目的は,低タンパク質米の生産を主眼に置

いた高品質米生産のための肥培管理技術を研究するこ

とにある.最初に,水稲生産基盤である北海道水田土

壌化学性の実態を明らかにし,その問題点と改善策の

一端を示した.次に,有機物 (稲わら残埴)分解に伴

う初期生育の阻害要因を解析 し,その耕種的対応技術

について検討 した.窒素吸収の接点からは,初期生育

を促進し,かつ後期窒素の吸収を高めないような施肥

法について検討した.さらに,土壌中のケイ酸肥沃度

を高めることによる初期生育の向上とケイ酸施肥によ

る不稔軽減や登熟力の向上について試験を実施し,効

果を明らかにした.本研究で得られた,北海道産米の

低タンパク ･高品質米生産に関する幾つかの新しい知

見を取りまとめた.これらの知見は北海道における米

品質向上に貢献するものである.
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第 2章 北海道の水田土壌における化学性の現状と改善方向 

2-1 既往の知見

1)北海道の水田土壌診断

北海道における118万haの広大な農耕地は 9)日本の

北端に位置するため寒冷な気象の影響を受け,台地で

は風化の進んだ細粒質土壌,低地ではこの堆積物によ

る沖積土と泥炭土の分布が認められる.加えて火山灰

や蛇紋岩に由来する土壌も多い.したがって以前から,

多様な土壌の分類と地力評価が必要とされてきた.

全国的規模の土壌調査事業としては,施肥改善調査 

(1953-1963)と地力保全基本調査 (1959-1978)が

食糧の増産,林産業の振興と国土資源の管理などを目

的に実施され,これにより北海道における水田地力の

概要が明らかにされた20),しかし,この調査に示され

ている化学性は古いもので40年以上が経過 したことに

加え,この間にほとんどの水田で土壌改良や基盤の整

備が実施されてきたことから2)1,水田土壌における化

学性の現状を必ずしも反映していない恐れがある.

また,地力保全基本調査わ後を受けて開始された土

壌環境基礎調査日)は,地力の推移をモニタリングする

長期事業であるため,水田の調査地点が全道でも200

地点程度であり,中には転換畑も含んでいる.また火

山性土が比較的少ないこともあり,実際に水稲作付け

をしている水田土壌を評価するうえでは課題があると

ともに,メッシュ地図のようなビジュアル化は行われ

なかった.また土壌環境基礎調査では可給態ケイ酸の

分析法がpH4.0酢酸抽出法であるのに対して,現場で

は良食味･高品質米の生産に活用することを勘案し,作

物の吸収をより良く反映する40℃-7日間湛水保温静

置培養法23が普及 している.さらに湛水後における還)

元の進行を抑制し,健全な根伸長に重要とされる遊離

酸化鉄や易還元性マンガンについて評価されていない.

今後,特に良食味米生産を目指すためには土壌の改

良と適切な施肥対応が重要な課題となるため,水田土

壌の化学性を適正に把握することが必要となる.さら

に地域や土壌タイプ別の課題を抽出し,それに対応 し

た改善が重要となる. 

2)水田土壌の鉄およびケイ酸地力の増進

水稲の生育と収量に対しては,窒素栄養条件ととも

に,特にケイ酸栄養条件が重要であることは以前から

多くの知見がある2日5).具体的には,水稲のケイ酸栄

養改善が葉面積の拡大とそれに伴 う光合成量の増加,

受光態勢の改善,根活性の向上や枯れ上がりの抑制,

耐病害虫性の向上などの複合的な効果があるとされる.

したがって,安定 ･多収のために各種ケイ酸質肥料の

施用が指導されており26),近年は稲体のケイ酸強化が

産米のタンパク質含有量の低下に対しても,良い影響

を与えるとの報告もある2)7.

また,鉄は硫黄との関係が重要と考えられ,道内水

田の全硫黄濃度の平均は0.62g kg~1であるが,11.Og 

kgl 8,水稲の生育に対する影~以上の水田も散見され2)

響が懸念されている.実際,遊離酸化鉄と硫黄濃度の

比 (Fe/Sモル比)が 5以下の場合には根腐れが多く発

生 し29m),全硫黄濃度が高い十勝岳泥流地帯では,酸

化鉄含量の高いアル ミニウム精錬枠の施用による生育

の改善効果が認められるなど3JJ)2,道内水田土壌の遊

離酸化鉄濃度の向上も重要となっている.

現在,北海道では作土探の浅い泥炭や磯質土壌に対

する耕土補給,砂質土に対する物理性改善に主眼がお

かれた客土が実施されており,泥炭土に対するケイ酸

補給効果の報告日)もあるが,他の土壌に対する効果や

成分についての知見は少ない.さらに,道内には適当

な客土材を近くで確保することが困難な地域も多い.

そこで,遊離酸化鉄およびケイ酸濃度が低く,潜在的

な水稲生育の抑制要因となっている水田に対する客土

や鉄資材 ,ケイ酸資材施用の効果についての解明が重

要な課題となる. 

2-2 実検方法および結果 

2-2-1 北海道における水田土壌の化学性

調査方法 

1)供試試料 

1990年から1994年の 5ケ年間に北海道における水田

の全域から合計1578筆 (1990年 :297筆,1991年 :360

筆,1992年 :403筆,1993年 :241筆,1994年 :277筆)

の作土を採取,分析した.採取時期は10月中旬から11

月上旬である.作土はコンバイン走行跡を避け,一筆

の水田から2ヶ所,水田表面のわらを除去して採取し

た.採取した土壌は風乾砕土し,2m皿の節を通して分

析試料とした. 

2)分析方法 

pH(2,Kl NK1.倍懸濁液-H0 C)は蒸留水および1-C25
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7),Yl (置換酸度)は1N-KCl抽出液 全国土壌統分類の土壌群を特定した.さらに便宜上こ

16

0℃ -7日間 れを火山性土系 (黒ボク土 ･多湿黒ボク土 ･黒ボクグ

ガラス電極法36

法3 で,培養窒素は湛水保温静置法 

培養,土 :液比 -1:10),有効態 リン酸 

(4

･3

7)5･ 

5)はプ20(P ライ土),台地土系 (褐色森林土 ･灰色台地土 ･グラ

レイNo2法 (土 :液比 -1:10),交換性塩基 (カリウ イ台地土),褐色低地土,灰色低地土,グライ土,泥

炭土系 (泥炭土 ･黒泥土)の 6土壌区分に分類して取ム 20),カルシウム (CaO),マグネシウム(K gO))(M

は 1N-酢酸アンモニウム抽出法で分析 した3 川.培4- り扱った.

養ケイ酸 2)は湛水保温静置法iO(S -7日間培

秦,土 :液比-1:6)による上澄み液を定量した2.3)

(40℃ 

調査結果 

遊離酸化鉄 e ,)は浅見 ･熊田法 

n)は 1N-酢酸アンモニウム液 

20(F %･37㌧ 易還元性マ 1)pHとYl 

)は4

3)調査地点の土壌群の特定方法 の範囲に分布 し,平均値4.4 (中央値4.4)となった 

20

ドロキノン含有)抽出法37)で測定した. (中央値 であった (図 1) l)は55) (KC 34-55Hp. . . .

(M %ハイ2.(0ンガン .5-6.9の範囲に分布 し,平均値 5.5pH (H

8)北海道立中央農業試験場 ｢農耕地評価のためのマッ (図 1).北海道における土壌診断基準値3では,非湛

20ピングシステム｣より水田作土を採取した地点の 3次 水期間の適正なpH (H )が5 .0とされており,.5-6

20メッシュ (1km四方)を抽出し,各メッシュの土壌ID 水田土壌のpH (H

9.

)は基準値の下限値に近かった. 

の範囲にあり,平均値5.5(中央値3 )1.(地力保全基本調査成績における土壌区の番号)から Ylは0.1-6 3
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図 1.北海道水田作土の化学性頻度分布
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であった (図 1). Ylは 6以上で強酸性 , 14以上で極 たのに対して,カルシウムは1500mgkg~1以下の低濃度

強酸性 とされてお り,北海道の水田土壌は強酸性が 領域に26%程度が分布していた. 

22.9%,そのうち4.3%が極強酸性であった. 5)培養ケイ酸

培養ケイ酸は34-290mg kgー1の範囲にあり,平均値 

2)培養窒素 103mgkg~1(中央値99mgkg~l)であった (図 1). 100 

培養窒素は 1-293mgkg~■の範囲に分布 し,平均値 mgkg~1以下の不足域にある土壌が半数以上あり,ケイ

99mgkgLl(中央値95mgkgー1)であった (図 1). 70- 酸供給能の不足は北海道における水田土壌の特徴であっ

150mgkg~1の水田が半数程度であったが,地力窒素過 た. 

多と考えられる200mg kg~1以上の水田も4.6%あり,戻 6)遊離酸化鉄と易還元性マンガン

対に診断基準の下限値 (70mgkg~')より低い割合も 遊離酸化鉄は4.2-106.2g kg~1の範囲に分布 し,辛

37.3%認められた.また標準偏差が54.1と変動幅は大 均値 18.6 g kg~1(中央値 15.7g kgー1)であった.易還

きかった. 元性マンガンは15-2272mgkg~1の範囲に分布 し,平均

3)有効態 リン酸 値278mgkg~1(中央値239mgkg~1)であった (図 1).

有効態リン酸は 4-2750mgkgー1に分布 し,平均値500 遊離酸化鉄は調査土壌の46%で基準値を下回った.易

mgk~ 中央値42gk~)であった 図 1) 還元性マンガンは下限値 10gk~以下の土壌が15%g1( 4m g1 ( .北海道 0m g1

における土壌診断基準値は100mgkg~1以上であるが, あった.

本調査の96.4%が基準を満たし,平均値が基準下限値 7)土壌区分別の化学性

のほぼ 5倍であった. 土壌群の特定された分析値のある 3次メッシュ (473

4)交換性塩基 メッシュ)から土壌区分ごとの平均値を算出した (秦 

交換性カリウムは59-2241mg kg~lの範囲に分布 し, 1). pHは火山性土系が若干高い傾向にあるが,その

平均値231mgkg~1(中央値208mgkg~1)であった (図1). 他の土壌間に有意差は認められなかった.Ylは灰色

北海道の土壌診断下限値 150mgkg~1以下の水田は約 2 低地土で高く,台地土系とグライ土がそれにつぎ,褐

割程度と比較的少なく,平均値は150-300mgkg~1の適 色低地土や泥炭土系,火山性土系は比較的低かった.

正領域にあった. このように酸性化が進んだ土壌の多い灰色低地土やグ

また交換性カルシウムは510-5400mgkg11の範囲に ライ土,台地土系は水田メッシュの約 5割を占めた.

分布し,平均値195gk~ 中央値15m gl 培養窒素はグライ土が顕著に高く,火山灰土系が有8m g1( 80gk~)であっ

た.交換性マグネシウムは80-3320mgkg~1の範囲に分 意に低かった.しかし,同一土壌区分の中でも変動が

布 し,平均値57 gk~ 中央値47gk~)であっ4 m g1( 9m g1 著しく大きかった.有効態リン酸は土壌間に有意な差

た (図 1).マグネシウムは適正領域に87%が分布 し 違が認められなかった.培養ケイ酸は台地土系で88mg

表1.土壌区分別の化学性の比較

項 目 火山性土系 台地土系 褐色低地土 灰色低地土 グライ土 泥炭土系 

pH (H20) 5,78a 5.58b 5.57b 5.55b 5.54b 5.55b 

pH (KCl) 4.57a 4.35b 4.38b 4,31b 4.37b 4.35b 

Yl 3.91a 6.26bc 5.79ab 7.47C 6.04bc 4.89ab

培養窒素 (mgkgー1) 82a 118cd 100b 104bc 131d 114bed

有効値リン酸 (mgkg~L) 485a 430a 467a 453a 425a 470a

交換性カリウム (mgkg~▲) 184a 236b 233b 227ab 247b 242b

交換性カルシウム (mgkg~1) 2372ab 2095bc 2053C 2225abc 2121bc 2405a

交換性マグネシウム (mgkg~1) 499ab 531ab 468a 603bc 609bc 688C

培養ケイ酸 (mgkg~1) 119a 88C 97b 104b 100b 121a

速離酸化鉄 (gkg~1) 11.9a 17.2b 16.4b 18.3b 21.7c 17,6b

易遼元性マンガン (mgkg~1) 1476a 2955c 2603bc 2438bc 2763bc 2196ab

調査メッシュ数 40(15.4) 76(26.4) 119(19.6) 76(14.4) 107(13.1) 55(ll.2)

各項目の異なるアルファベット間には5%水準において有意差があることを示す
調査メッシュ数の ( )内は3次メッシュ地図における各土壌の比率
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図 2.遊離酸化鉄と有効態リン酸と遊離酸化鉄の関係

有効態 リン酸と遊離酸化鉄が rニー0.31,有効態 リン

酸と易還元性マンガンが rニー0.21となり,どちらも

は遊離酸化鉄が易還元性マンガンより高いことから,

有効態 リン酸には易還元性マンガンよりも遊離酸化鉄

の影響が大きかった. 

1.


有意な負の相関を認めた (図 3).ただし偏相関係数

極 
2-2-2 水田土壌における化学性の地域別特故

メッシュ地図作成方法遊離酸化鉄 ~1 )


-
2
-
2
 1における土壌分析結果と ｢農耕地評価の

ためのマッピングシステム｣と国土数値情報における 

3次メッシュ (約 1km四方)より推定 したメッシュ地

有効態リン酸
図を作成 した.水田作土の採取地点の分析値を当該メッ

シュの分析データとした.ただし同一メッシュに複数

の分析地点が含まれた場合は分析値の平均値を求め, 

1メッシュ 1データに変換 して分析値ファイルとした.

一方,作土を採取していない 3次メッシュについて 

は,当該メッシュの土壌区分を特定し,分析値ファイ
遊離酸化鉄 易還元性マンガン 

'

+

図 3.有効態リン酸と遊離酸化鉄.易還元性マンガンの偏相
関係数 した推定値で補完した.

7
03. ルからその土壌区分に該当するメッシュの分析値のみ

を抽出し,当該メッシュからの距離の逆数で加重平均



図5．北海道水田土壌中のY1の分布

図4．北海道水田土壌中のpH（H2O）の分布



図7．北海道水田土壌中の有効態リン酸の分布

図6．北海道水田土壌中の培養窒素の分布



図8．北海道水田土壌中の交換性カリウムの分布

図9．北海道水田土壌中の交換性カルシウムの分布



図11．北海道水田土壌中の培養ケイ酸の分布

図10．北海道水田土壌中の交換性マグネシウムの分布



図13．北海道水田土壌中の易還元性マンガンの分布

図12．北海道水田土壌中の遊離酸化鉄の分布
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表3.各試験地における試験区と処理内容

試験区名 処理内容 褐色低地土 灰色低地土 泥炭土●

1.無処理

2.客土 2cm

3,客土 4cm

4,客土 6cm

5,Fe0.5kg

6,Fe.1kg

7,SilOOg

8.S1500g

9.Feュ+SilOO

10.Fel+Si500

遊離酸化鉄高濃度土壌 2cm客土

遊離酸化鉄高濃度土壌 4cm客土

逓離酸化鉄高濃度土壌 6cm客土

鉄資材 0.5kgm~2 散布

鉄資材 1kgm2 散布

シリカゲル 100gm~2散布

シリカゲル 500gm~2散布

鉄資材 1kg,シリカゲル100gm~2散布

鉄資材 1kg,シリカゲル500gm~2散布

○ ○ 〇

〇 〇

〇 〇

〇

〇

〇 〇 〇

〇 〇

〇

〇 〇

〇

泥炭土の試験地は近隣に適当な客土材の確保が困難であったため,客土の試験を行わなかった

調査結果

pH (H20)は北海道中央部太平洋岸 (胆振, 日高)

を除いて概ね低 く,Ylは道央部 (石狩,空知北部)

および中央部以北 (上川)で高く,道央南部 (空知南

部)および中央部太平洋岸で低い傾向にあった (図4,

図5),培養窒素は,道南部 (渡島)および道央北部 ･

道北 (空知,上川)で高く,中央部太平洋岸で低かっ

た (図6).有効態 リン酸は全般的に高い傾向にあり,

地域差は不明瞭だった (図 7).交換性塩基について

は,概 して道北 (上川,留萌)と道南部 (渡島)で少

ない傾向にあり,道央南部および中央部太平洋岸で高

かった (図 8,図 9,図10).培養ケイ酸濃度は,道

央部以北 (空知北部,後志,上川,留萌)で低く,中

央部太平洋岸で高い傾向にあった (図11).遊離酸化

鉄濃度は,顕著な地域間差が認められ,特に中央部太

平洋岸で低い傾向にあった (図12).易還元性マンガ

ン濃度は,中央部太平洋岸 と道南部で比較的低いが,

概ね基準値を上回っていた (図13).

2-2-3 遊離酸化鉄 .ケイ酸の供給と高晶耳米生

産の関係

実俵方法

1)試験圃場および栽培概要

試験は1997年～2001年に褐色低地土 (腐植質褐色低

地土,旭川市永山),灰色低地土 (普通灰色低地土,

上川郡鷹栖町),泥炭土 (低位況炭土,空知郡北村)

の3種類の土壌で行った.

供試品種は,褐色低地土の1998年と2000-2001年は

｢ほしのゆめ｣,1999年は ｢きらら397｣.灰色低地土の

1999年は ｢きらら397｣,2000年～2001年は ｢ほしのゆ

め｣.泥炭土は試験期間を通 じて ｢きらら397｣であっ

た.苗は褐色低地土が稚苗マット苗,灰色低地土は中

苗型枠苗,泥炭土は成苗ポット苗であった.施肥量は,

褐色低地土で窒素一リン酸-カリウム-90-101-73

86-97-86kgha一l(2000-2001年)であった.泥炭土

は28-28-28kghaー】(1998-1999年),51-108-98kg

haー】(2000年),58-118-104kghall(2001年)であった.I

2)試験処理

表 3のように遊離酸化鉄に富む暗赤色土の客土 (2

- 6cm),鉄資材およびケイ酸資材の多量施用を行っ

た.ただし,泥炭土は近郊からの客土採取が困難であっ

たため資材施用のみとした.褐色低地土と灰色低地土

に用いた客土材は上川郡BE栖町で採取 した土壌を用い

た.土壌の分析値は遊離酸化鉄48gkg∴ 可給態ケイ

酸 (40℃-1週間湛水保温静置培養法)134mgkg~1で

あった (表 4).鉄資材は鉄鉱石を原料に造粒化 した

表4.供試した客土材および鉄資材の分析値

全炭素 全窒素 有効態 可給態 遊離
リン酸 ケイ酸 酸化鉄

gkg~l gkgーL ngkg~l mgkg~L gkg~l

客土材 6.5 0.3 15 134 48

鉄資材 - 100 15 680

資材であり,遊離酸化鉄濃度は680gkg∴ 可給態ケイ

酸濃度は15mg kg~1の試作品,ケイ酸資材としてはケイ

酸濃度が990gkg~1の市販シリカゲルをそれぞれ用いた.

試験規模は,褐色低地土の客土区で概ね25a,資材

施用区は12aであり,灰色低地土の客土区は35a,餐

材施用区は9aであった.泥炭土の資材施用区は約 4aであった.
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表 5.施工後の土壌分析
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●ト200mV以下が,一般的に強連元状態とされる

3)調査分析方法

土壌分析方法は2- 2- 1に準じる.土壌の酸化還

元電位 (Eh)は土壌用Ehメータ (藤原製作所製)を用

いた.作土に白金電極を差し込んだまま固定し,調査

の際には田面水中に入れた比較電極と白金電極を接続

して,各処理区3反復で測定した77).測定の深さは作

土中の5皿とした.

実験結果

1)土壌化学性および根城環境の改善

褐色低地土,灰色低地土いずれにおいても,客土に

より可給態ケイ酸濃度と遊離酸化鉄濃度,Fe/Sモル

比が増加 した (表 5).灰色低地土の可給態ケイ酸濃

度は客土4cmでケイ酸指標値 とされる100mg kg~l以上

となったが,褐色低地土では客土6cmが必要であった.

これは,原土 (無処理)の可給態ケイ酸濃度が褐色低

地土で灰色低地土より低かったことによる.鉄資材

(1kgm~2)やケイ酸資材 (100gm~Z)単独施用では

遊離酸化鉄,可給態ケイ酸それぞれの指標値が,さら

に併用によって両者の指標値が達成できた.

褐色低地土で測定した土壌の酸化還元電位は,無処

理区で6月下旬から-200mV以下と強還元状態となっ

ていたが,客土 6cmおよび鉄資材 lkgm~2施用によ

り酸化還元電位が有意に上昇 し,-200mV以上に推移

した(図14).一方,目視での観察ではあるが,急激な

土壌還元に伴って発生するメタンガスによると思われ

る気泡 (ワキ)が客土や鉄資材施用によって減少した.

2)水稲生育に対する彫響

褐色低地土,灰色低地土における幼穂形成期の茎数

は客土量の増加に伴って顕著に多くなった (図15).

また,鉄資材やケイ酸資材の施用によっても増加し.

これらは客土や資材の施用による土壌中の遊離酸化鉄

濃度の変化と同様な傾向を示した.また,窒素吸収量
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表6.客土および責材施用が精立米収量(gn-2)に及ぼす影響

処理区 褐色低地土 灰色低地土 泥炭土

1.無処理 458 491 494

2.客土2cm 504 533

3.客土4cm 526 521

4.客土6cm 536

5.Fe0.5kg 492

6.Felkg 526 506 529

7.SilOOg 517 515

8.Si500g 513

9.Fel+SilOO 526 516

10.Fel+Si500 530

精玄米収量は各試験地における年次別結果の平均値

表7.客土および資材施用がタンパク質含有量と
晶質に及ぼす影響

良質粒歩 合 日 米中の
区 別 玄米白虎 タンパ ク質含有量

% gkg~1

客土 無処理 17.0 79.3 70

客土2cm 17.7 87.5 63

客土4cm 17.5 86.2 63

資材 無処理 17.5 77.6 78

Fel) 17.7 81.3 77

si2) 17.9 81.8 76

Fe+Si') 17.8 81.6 78

全試験年次 (1998-2001年)の平均値
客土は褐色低地土 ･灰色低地土の平均値,資材は全試験地
の平均値
1)Felkg区,2)褐色低地土 ･灰色低地土はSilOOg区,泥炭
土はSi500g区
3)褐色低地土 ･灰色低地土はFel+SilOO区,泥炭土はFel+S
i500区

も茎数 と類似の変化を示 し (図15),精玄米収量も客

土や資材施用により増加 した(表 6).精玄米収量と幼

穂形成期の茎数 との間には,正の関係が認められた

(図16).客土や資材施用により玄米白度や良質粒歩合

が上昇 した(表 7).また,白米中のタンパク質含有量

は客土により低下したが,鉄資材やケイ酸資材施用で

は効果が明瞭でなかった.

3)遊離酸化鉄濃度の向上効果

褐色低地土および灰色低地土の土壌中の遊離酸化鉄

と精玄米収量の間には正の相関があり,いずれの土壌

でも20g kg~lまでは収量が増加 した (図17).また,Fe

/Sモル比は客土や鉄資材施用により高まるが,Fe/S

モル比10程度以上では増収効果が小 さいため,Fe/S
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モル比は10程度 を確保すればよい と考 え られた

(図17).

一方,全道水田の平均全硫黄濃度0.62gkgll(最小

値N.D.,最大値8,1gkg~1) に対して,Fe/Sモル比10

になる遊離酸化鉄濃度は改訂前の基準値 15gkgー1に相

当する (図18). しかし,本試験に用いた褐色低地土

のように,全硫黄濃度が平均値以上の 0.8gkg~1に対

しては,遊離酸化鉄20gkg~1がFe/Sモル比10に相当す

る.
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0.8gkglは本試験圃場 (褐色低地土)の数値
*)無施用区

2-3 論議

先に述べたように,アミロース含有量は品種による

変動が大きく,タンパク質含有量は産地や栽培技術に

よる影響の大きいことが知られている.したがって,

北海道産米の食味向上には品種開発と栽培技術の両面

から,その改善が必要となる.米の食味と米粒中のタ

ンパク含有量は負の相関関係が認められることから,

低タンパク米生産技術の開発が重要とされる45･39).米

粒中のタンパク含有量は吸収された窒素当たりの玄米

生産効率と負の相関関係にあり,これは米の収量を高

めることが低タンパク米生産に重要なことを示唆して

いる.そのためには健全な稲の生育が不可欠であり,

北海道では従来から土壌理化学性の基準,土壌診断と

土壌区分に基づく施肥対応などが作成され,普及指導

が行われてきた38･40).

しかし,過去の土壌調査事業からかなりの年数が経

過しており,水田土壌の現状とはやや異なる場合があ

るため,普及指導における判断を困難にしている.ま

た,水稲の健全な生育や玄米生産効率に大きな影響を

持つとされる培養ケイ酸,遊離酸化鉄,易還元性マン

ガンなどに関しても従来の調査はデータが少なく,也

域や土壌区分からの検討も不十分であった.低タンパ

ク米生産技術の普及指導を実効あるものにするために

は,これらの項目も含めた詳細な水田土壌の現状デー

タと,その地域や土壌区分における特性を把握する必

要がある.これにより,低タンパク米生産技術の開発

課題は北海道全域に係わるものと,さらに地域や土壌

区分別のものが抽出され,改善技術による対策が可能
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表8.北海道における水田土壌の化学性

項 目 (単位) 全点数の平均値 道診断基準の下限値 同左以下の割合(%)

pH (H20)

pH (KCl)

Yl

培養窒素

有効値リン酸

交換性カリウム

交換性カルシウム

交換性マグネシウム

培養ケイ酸

遊離酸化鉄

易還元性マンガン

(mgkgl)

(mgkg~l)

(mgkg~1)

(mgkg~l)

(mgkg~1)

(mgkg~1)

(gkg~1)

(mgkg~1)

5,5 5.5 49.7

4.4

5.5

98.6 70

500 100

231 150

1985 1600(A)

574 250

103 10

18.6 15

278 100

(a)交換性カリウムの基準は粗粒質800､中粗粒質1500､細粒質2500の平均値

となる.

本調査で得られた北海道における水田土壌の化学性

を診断基準値 と対比すると (表 8),pH(H20)は診断

基準に示された下限値以下の割合が49.7% と多く,酸

性化が進んでいることから水稲根の伸長や養分吸塀に

対して悪影響が懸念される.本調査に用いた土壌は10

月中旬から11月上旬に採取され,風乾砕土されたもの

である.この条件では還元状態から落水により酸化状

態になってお り,Fe2十が 酸化されることによってH十や

A13十が交換座に侵入する41).この酸性化の程度は交換

性塩基類の存在量に影響され,強酸性の要因としては

水田土壌の交換性塩基,特に交換性カルシウムの低い

ことが原因と考えられる.

しかし,交換性マグネシウムは平均値で574mgkg~'

あり,診断基準以下の割合は12.8% と少ない.水野42)

は北海道の中心部を横断する蛇紋岩地帯の理化学性を

解析 し,蛇紋岩土壌はマグネシウム含有量が高くアル

カリ性を示すが,マグネシウムが溶脱すると強酸性化

することを究明した.また,その周辺に分布する土壌

はマグネシウムが高いことを明らかにしている.した

がって,蛇紋岩地帯がその中心を横切っている道央部

の水田地帯で交換性マグネシウムが高かったのは,母

材の特性に由来したものと考えられる.

水田土壌の培養窒素は水稲の生産力に関係する重要

な項目であるが43㌧ 従来の基準は収量性を重視 してい

る.これに対し,近年は産米の低タンパク含有量が新

たな目標とされるが,この目標値に合致した適正な培

養窒素水準の設定と改善対策は未解決である.一般に

稲体の窒素は施肥から20-30%,残 り70-80%が土壌

由来の窒素で構成されている44).したがって低タンパ

ク米の生産には生育後半に吸収される土壌窒素の制御

が必要となり,培養窒素の評価と適正化が求められる.

特に,窒素過多が懸念されていた泥炭土の培養窒素が

･グライ土より低いのは,これまで多量の客土が行われ

たことが影響 していると考えられる (表 1).また褐

色低地土や火山性土系の培養窒素が低いのは,圃場の

透排水性が比較的良好であり,腐植の分解が進んだた

めと考えられた.ただし,培養窒素は土壌区分内の変

動が非常に大きいため,実際の窒素施肥対応では,港

水前に作付け圃場の窒素診断が必要である,

有効態 リン酸は平均値で500mg kgー▲であり,診断基

準の下限値100mgkg~lの5倍ときわめて高く,リン酸

の蓄積傾向が認められた.北海道における1900年代の

稲作研究では冷害を克服するための技術開発が主要で

あり,遅延型冷害に対するリン酸施肥の効果が高かっ

た45).このためリン酸は水稲の吸収量をはるかに上回

る施肥が行われ,蓄積が進んだものと考えられる46).

このリン酸は活性 Al,Feに保持された画分が大部分

を占めると思われるが,グライ土や灰色低地土などで

は鉄に保持されている割合が多いと推察される47).津

高ら48)も活性 2価鉄とca型 リン酸の散布図を示 し,

この両者に双曲線状の相関を認めている.本調査にお

いても,有効態リン酸と遊離酸化鉄の関係はこれと類

似する双曲線状の散布図が得られ,有意な負の相関が

認められている.この双曲線状の関係は易還元性マン

ガンにも認められたが,偏相関係数の結果を加味する

とリン酸の可給化には遊離酸化鉄が強く関係すると推

察された.したがって,遊離酸化鉄の著しく高い土壌

に対してはリン酸肥沃度にも注意をはらうことが必要

と考えられる.
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また,有効態リン酸の蓄積に対しては減肥対応が指

導され,300mgkg-1以上の場合のリン酸施肥は標準量

の半量 (4gm~2)とされている.しかし500mg kg~1以

上のような著しいリン酸過剰に対して,さらなるリン

酸減肥が可能であるか判断する材料はない,反面,北

海道でのリン酸の肥効は移植期から幼穂形成期の地温

の低い時期に重要であり,この時期は還元の発達が小

さいため,土壌からの供給は少ないためとも考えられ

る.したがって施肥リン酸の役割は大きく,無施用に

は懸念があるため,リン酸肥沃度に関する基準と施肥

対応の再検討には十分な注意が必要である.

ケイ酸吸収は葉の水分状態を良好に保ち光合成の促

進49),いもち病50),菓鞘褐変病の軽減51',食味の向

上27)など各種効果が明らかにされている.このため

ケイ酸質肥料は全国各地の水田で利用されており,施

肥量は1980年 :36.1gm~2,1993年 :19.7gmー2であ

り,その利用率は20-50%,平均30%と見積もられて

いる52).また吸収されたケイ酸は大部分が稲体中でプ

ラン トオパールとなるが,これは風化に対する抵抗性

が強く53),住田54)は稲わらや稲わら堆肥に含まれるケ

イ酸の利用率をそれぞれ6%,3%であるとしている.

北海道の水稲のケイ酸吸収量を仮に100gmーZ(稲体乾

物1000gm~2,ケイ酸含有量100gkg~1と仮定)とする

と,稲わらや稲わら堆肥から3- 6gm~2が供給され

るため,ケイ酸質肥料 (20gm~2と仮定)から4-log

m~2供給されることになる,この条件では土壌や濯概

水から84-93gm~2相当量のケイ酸供給が必要とされ

る.

北海道の稲作ではケイ酸含有量を高めることにより,

吸収した窒素の玄米生産効率を向上し,低タンパク米

生産のための培養ケイ酸の適正域を160mg kg~1以上,

loo-160mg kg~1をやや不足域,100mgkgl▲を不足域と

した27).これに対して本調査の培養ケイ酸は平均値で

103mgkg~1ときわめて低く,51.0%の水田で診断基準

の下限値である100mgkgllを下回っていた (表 8).

土壌区分では台地土系と褐色低地土で低く,火山性土

系と泥炭土系で高い.

培養ケイ酸の低い地域に関してはケイ酸質肥料の施

肥が特に重要となるため,培養ケイ酸濃度を3次メッ

シュに展開した (図11).160mgkg~】以上の適正域にあ

る水田はすべての3次メッシュで認められず,ほぼ半

分がやや不足域,残 り半分が不足域であった.特に水

田面積の多い北海道中央部で低いことが大きな問題で

あり,ケイ酸供給力を勘案したケイ酸質肥料の施肥対

応が求められるが,80mgkg~1以下の著しい不足域の水

田に対しては泥炭土における客土33)などのケイ酸供給

技術の活用も必要である.

本試験では,泥炭土以外の土壌も含めて客土やケイ

酸資材施用を検討 した.客土やケイ酸資材施用による

土壌ケイ酸肥沃度の増進は,水稲体中のケイ酸濃度を

高め,精米中のタンパク質含有量を低下させたと考え

られる.特に,客土では可給態ケイ酸の補給に加え,

有機物含量の少ない客土材の多量投入による土壌有機

物の希釈と可給態窒素の低下により,タンパク質含有

量低下も加えられると推察される.したがって,資材

施用より客土の方がより効果的な方法であると判断さ

れる.

遊離酸化鉄の平均値は18.6gkg~1と診断基準の下限

価 (15.OgkE~1) を上回ったが,変動も大きく45.8%

の水田でこれを下回り,10.Ogkg~1以下も15.2%認め

られた.Fe2十の生成は易分解性有機物含量および遊離

酸化鉄含量ならびにこれの相対的割合に規制される55㌧

北海道の水田土壌は泥炭土,グライ土など易分解性有

機物の高い土壌型が多いことから酸化還元電位が低下

し易いと考えられる.さらに遊離酸化鉄含有量が低い

水田に対する稲わらなどの新鮮有機物の投入は土壌酸

化還元電位の急速な低下をまねき,水稲の生育に悪影

響を与えることが懸念される.また,過去には秋落水

田における硫化水素の発生が土壌中の遊離酸化鉄濃度

の低い土壌で多いこと閲),含鉄資材及び客土材の施用

でその生成が抑制されること57) が報告されている.

北海道でも水野ら30)は硫黄 (S)1に対し遊離酸化鉄

(Fe20,)として 5以下では水稲根の生育が顕著に抑制

されることを明らかにした.さらに硫黄を多く含む十

勝岳泥流地帯において,遊離酸化鉄を多く含むアル ミ

ニウム精錬鉱梓の施用により,水稲生育の改善が認め

られている32).

これらのことから水田土壌における遊離酸化鉄は,

稲わらなど易分解性有機物の分解が起こっても土壌酸

化還元電位の低下による水稲根の障害が見られない程

度,また土壌中の硫黄に対するバランスを維持できる

程度に高めることが肝要と考えられた.特に土壌区分

から見た火山性土系や地域性から見た中央部太平洋岸

など,遊離酸化鉄濃度が低いと予想される場合には,

遊離酸化鉄の適正な水準を目指 した客土もしくは含鉄

資材の施用による土壌改良が求められる.

これに対し,本試験における客土および含鉄資材施

用では,土壌の遊離酸化鉄濃度を高め,根圏環境を改
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善して根活性を向上させることにより,幼穂形成期の

茎数増加から収穫期の穂数増加をもたらし,最終的に

は精玄米収量の増加としてその効果が発現したと考え

られる.特に増収効果が褐色低地土で大きかったこと

は,作土の硫黄含量がやや高く,Fe/Sモル比が低かっ

たことから,遊離酸化鉄濃度の低いことが潜在的に水

稲生育を抑制していたためと推察される.遊離酸化鉄

濃度の適正値に関しては,全硫黄濃度0.8gkg~■以下の

水田土壌における遊離酸化鉄の適正水準を20gkg~1

(Fe/Sモル比10)以上とし,全硫黄濃度0.8gkg~】以上

の水田土壌の場合には遊離酸化鉄濃度が20gkg~J以上

であっても,Fe/Sモル比10を目標に遊離酸化鉄濃度を

高めるべきと判断する.

以上のように,化学性の観点からみた北海道の水田

土壌は,交換性塩類が少ない強酸性土壌の分布が多く,

加えて可給態のケイ酸と遊離酸化鉄含有量の少ない,

老朽化水田に類似した土壌の多いことを明らかにした.

この改善には,交換性カルシウム補給によるpHの改

善やケイ酸肥沃度の向上,土壌酸化容量である遊離酸

化鉄の適正化が重要な課題であり,これを解決するこ

とにより水稲生産性向上と食味改善が図られるものと

考えられる.

13



14 北海道立農業試験場報告 第116号

第 3章 有機物管理が土壌の還元と高品質米生産に与える影響

3-1 既往の知見

1)わら残達の分解

稲わら残軽の管理に関しては ｢稲わらは堆肥化が最

も望ましい.また,秋散布春すき込みは透水良好な中

央部以南の水田でのみ可能であり,透水不良田では障

害が大きいため使用すべきではない.｣と指導叫され

ている.しかし,稲わら管理の現状は堆肥化が2割,

すき込み6割 (内春すき込み3割),焼却が 1割程度

である59).この理由としては,近年のコンバイン収穫

では稲わらが裁断されてしまうため,回収には多くの

労力が必要となることが挙げられる.さらに,北海道

のような寒地では,収穫後における圃場の乾燥が進ま

ないため,回収のための農機運行に伴 う下層の圧密も

懸念されることが挙げられる.さらに,現在はクリー

ン農業や有機農業の推進に伴い,水田圃場に投入され

る有機物の増加する可能性も高まっている.

このため多くの水田では,翌年の水稲栽培開始時に

未分解の稲わらが土壌に残っており,前章で述べたよ

うに湛水後の分解に伴 う土壌還元進行が見られる.

また,土壌還元進行以外にも嫌気的分解由来の有害有

機酸60)･ポリフェノール61)の生成などによる悪影響が

懸念される62-64).さらに,近年の研究では,未腐熟有

機質を添加した湛水土壌から,多種の芳香族カルボン

酸 (安息香酸,2-フェニルカルボン酸,3-フェニル

カルボン酸)が検出された65･66).また,これらによる

水稲生育阻害作用が解明された,北海道における稲わ

ら連用試験からも,前年の稲わら残津の春すき込み

は,水稲初期生育不良や後期窒素吸収などの要因とな

り,産米品質低下をもた らす ことが報告 されてい

る67,68)

これに対して,前章では北海道水田土壌の酸化容量

としての遊離酸化鉄濃度が不十分であり,その補給が

水稲生育改善に有効である事を示した.本章では,土

壌化学性以外の観点からその対応を考察する.第-に,

翌春までに易分解有機物を減少する観点から,堆肥化

が望ましいが,堆肥化が困難な場合は稲わらの秋すき

込みが望ましいと考えられる.しかし,土壌の乾燥が

不十分な条件でのすき込みは土壌の練 り返しによる透

水性の悪化が懸念されるため,多くの圃場で翌春まで

放置される現状にある.その結果,湛水直前に未分解

な有機物が土壌に混入することになり,嫌気的分解に

伴 う生育阻害物質濃度の増大が懸念される.そのため,

北海道の土壌と稲わらの施用により,分解生成される

土壌中の芳香族カルボン酸 (安息香酸,2-フェニル

カルボン酸,3-フェニルカルボン酸)の消長を,温

度条件や土壌特性,有機物前歴の観点から検討する必

要がある.また,地表面に限定した浅耕起により,収

穫から翌年度入水前までの期間に稲わらの酸化的分解

を促進し,湛水期間に分解される稲わらの乾物重や炭

素量を減少させる技術開発が重要となる.

(2)土壌還元の発達

圃場における透排水性の不良は土壌還元の進行を早

め,水稲生育に悪影響を与えることは知られている69).

道内の水田土壌は乾田型土壌22%,半湿田型土壌32%,

湿田型土壌46%であり,潜在的に8割近い水田の透排

水性が不十分であると考えられ70),さらに心土のち密

度が従来より増加 していること22)や減水深が極めて小

さいこと71)などが報告されている.

これに対し,北海道の水田圃場は昭和20年の ｢土地

改良法｣,44年の ｢農業振興地域の整備に関する法律｣

などを経て,土地基盤の整備が推進されてきた.特に,

生産性向上という観点から ｢土地基盤改良 (明渠 ･暗

渠)｣｢土層改良 (客土 ･混層耕 ･除廉等)｣｢土壌改良

(土壌改良資材の投入)｣は非常に有効であり,また,

基盤整備工事の技術も年々向上している.排水改良に

対しては暗渠排水の施工が最も有効とされ,その施工

に関して疎水材の有無による暗渠排水の効果が大きく,

モミガラ暗渠およびモミガラ心土破砕は従来の土埋め

戻し暗渠に比べ良好な排水機能を発揮することが確認

されている70･72-74)

ただし,排水改良のための暗渠は地下水位の低下に

有効であるものの,圃場表面の乾燥や日減水深の向上

に対しては不十分な例も多く,また経年変化によって

暗渠機能の低下した事例も散見される.暗渠排水機能

低下の直接的要因は埋め戻し土の土壌構造の消失など,

土壌物理性の低下や疎水材の投入不足に起因する例が

多く,さらに土壌圧縮に伴 う硬盤層の形成による圃場

排水性の低下が挙げられるなど,多くは暗渠管自体の

不全ではなく,暗渠管上部の硬盤層の拡大 ･堅密化や

大型機械作業による過度の代かきによることが指摘さ

れた75).
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表9.供試土壌および培養温度

供試土壌 有機物施用歴 その他 土壌型 培養温度

1上川農試 稲わら春混和

2圃場B 稲わら春混和

3圃場C 稲わら春混和

褐色低地土

灰色台地土

泥炭土

4上川農試

5上川農試

6上川農試

7圃場A

8圃場A

9 圃場B

10圃場C

無施用

稲わら春混和

堆肥春混和

稲わら春混和

稲わら春混和 客土

稲わら春混和

稲わら春混和

褐色低地土

褐色低地土

褐色低地土

暗色表層褐色低地土 30℃

暗色表層褐色低地土 30℃

灰色台地土 30℃

泥炭土 30℃

稲わらは該当圃場の収穫残液を放置し,春耕起時に混和した.
堆肥は上川農試で作られた稲わら堆肥をlkgm~2(年重)施用した.

このため,補助的な工法としてせん孔排水法,雪上

心破,籾殻心破,心土改良耕,スポット暗渠などが行

われているが,粘質土壌における無材心土破砕溝は持

続性に課題があり,モミガラ心破では疎水材の確保に

困難が予想される.圃場排水性を高めることによる機

械作業性の向上は.,稲わらなどの有機物管理を容易に

し,湛水期間中の土壌還元を抑制することで,有害物

質の生成を軽減することによる水稲生育の向上が期待

される.したがって,より高度な排水改良技術開発は

北海道稲作にとって現在も重要な課題である.

3-2 実検方法および結果

3-2-1 有機物施用に伴う芳香族カルボン散の消長

実族方法

1)供試土壌

2000年,落水後の水田土壌を採取,半乾燥 (含水率

20%程度)状態にし,5mメッシュで飾った土壌 7点

を試験に供した.具体的な採取圃場は,上川農業試験

場水田 (上川郡比布町 :腐植質褐色低地土),現地A

圃場 (旭川市永山 :暗色表層褐色低地土),現地B圃

堤 (上川郡鹿栖町 :灰色台地土),現地C圃場 (空知

郡中富良野町 :泥炭土)であった.さらに,上川農業

試験場水田では,連年稲わら搬出区,稲わら春混和

(秋～春は圃場表面に放置)連用区,堆肥春混和 (春

に上川で生産された稲わら堆肥)連用区の土壌を採取

した.現地A圃場については,対照圃場と客土を行っ

た圃場 (厚さ6cm分,遊離酸化鉄の高濃度土壌)の2

上壌を用いた.

2)培養試験処理

上記の土壌の乾土換算350g相当分をポットに入れ,

肥料分 (N-P205-K20各70mg/ポット)を添加 した.こ

れに,稲わら1%添加 (3反復) ･稲わら無添加 (反

復なし)処理を組み合わせて湛水培養を行った.供試

土壌および培養温度は表 9に示した.

3)分析方法

各区から土壌溶液採取管により,土壌溶液を採取し,

芳香族カルボン酸の分析に使用した.土壌溶液に0.1N-

NaOH0.Zmlを添加濃縮し,0.1N-HC10.7ml添加後に,

全量を固相にロー ドした.これに保持されたサンプル

をジクロロメタン4.5mlで溶出し,内部標準としてp-

タロロ安息香酸 (500mg/1000ml)20mlを添加後,無水

硫酸ナ トリウムで脱水,常圧下44℃で濃縮 した.さら

に, トリメチルシリルジアゾメタン 20ml,メタノー

ル/ベンゼン溶液 (20vol/80vol)40ml添加 し,メチ

ルエステル化の後 GS/MS (HewlettPackard社製 HP

5971)で分析した.

また,既知の標準サンプル水溶液で同様の操作を行

い,回収率を検討 した.

4)気温および地温の測定

上川農業試験場水田内において,気温は地表 1mに

ロガーを設置し,地温は水田土壌の深さ10C皿にロガー

を埋設して測定した.

実族結果

供試土壌の分析結果,pHは大差ないが,全炭素濃

度は圃場C>圃場A>圃場B>上川農試であった (義
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表10.供試土壌の化学性

北海道立農業試験場報告 第116号

pH 全炭素 遊離酸化鉄 易還元性マンガン 有効値リン酸

H20) g kg~l g kg~L mg kg~▲ mg kgrl

上川農試,有機物無施用

上川農試,稲わら春混和

上川農試,堆肥春混和

圃場A,稲わら春混和

圃場A,稲わら春混和,客土

圃場B,稲わら春混和

圃場C,稲わら春混和

5

3

4

4

2

5

5

5

5

5

13 14

13 16

17 14

42 15

29 32

24 15

118 23

521

470

599

709

350

241

175

表11.添加回収実験

回収率 %

安息香酸 94.3

2-フェニルプロピオン酸 97.1

3-フェニルプロピオン酸 98.7

各成分とも10〃g添加した

10).上川農試土壌における有機物施用の有無に関 し

ては,処理区間の差異が小 さかった.圃場Aの客土圃

場では,客土により全炭素濃度の低下,遊離酸化鉄お

よび易還元性マンガンの増加が見 られた.

回収実験の結果,回収率は十分に高 く,土壌溶液

評価には充分 と判断 された (秦ll).

表12.稲わら添加が芳香族カルボン酸濃度 (LLN)に及ぼす影響 (20℃培養)

1)安息香酸

供試土壌 稲わら 培養 日数

添加 4日 8日 13日 17日 20日 24日 28日 31日 36日 42日 49日

上川農試 あり 0.35 0.63 2.23 2.08 0.85 0.48 0.42 0.35 0.30 0.32 tr

なし 0.21 0.25 0.33 0.24 0.19 0.20 0.42 0.16 0.13 0.36 tr

あり 0,64 0.67 0.70 0.67 0.58 0.47 0.46 0.37 0.37 0.32 tr

なし 0.36 0.52 0.40 0.44 0.49 0.20 0.35 0.28 0.35 0.27 tr

あり 0.60 0.49 2.57 6.23 14.45 3.04 0.54 0.43 0,48 0.32 tr

なし 0.14 0.26 0.20 0.48 0.33 0.23 0.33 0.38 0.16 0.24 tr

2) 2-フェニルプロピオン酸

供試土壌 稲わら 培養 日数

添加 4日 8日 13日 17日 20日 24日 28日 31日 36日 42日 49日

上川農試 あり tr 0.15 0.23 0.48 0.22 0.10 tr 0.01 tr tr tr

なし tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr

あり tr tr tr 0.14 0.17 0.03 0.10 tr tr tr tr

なし tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr

圃場C あり tr 0.05 0.32 0.69 1.10 0.34 0.17 0.11 0.09 tr tr

なし tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr

3) 3-フェニルプロビオン敢

供試土壌 稲わら 培養 日数

添加 4日 8日 13日 17日 20日 24日 28日 31日 36日 42日 49日

上川農試 あり 0.06 0.69 1.72 1.47 0.15 0.05 tr tr tr tr tr

なし tr 0.02 tr tr tr tr tr tr tr tr tr

圃場B あり tr 0.01 0.03 0.18 0.19 tr tr tr tr tr tr

なし tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr

あり 0.08 0.06 1.70 2.61 2.75 0.42 0.01 0.01 tr tr tr

なし tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr

供試土執 ま,上川農試 :有機物無施用,圃場B･C:稲わら春混和
trは測定限界以下で,検出されず.
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表13.稲わら添加が芳香族カルボン酸濃度 (FIN)に及ぼす影響 (30oC培養)

1)安息香酸

4日 8日 10日 13日 15日 20日 24日

上川農試 あり 2.05 6.19 8.74 1.21 0.64 0.42 0.55

なし 0.44 0.39 0.23 0.48 0.42 0.31 0.30

圃場A あり 1.35 4.98 3.62 0.56 0.41 0.35 0.42

なし 0.12 0.25 0.40 0,16 0.34 0.22 tr

圃場B あり 1.36 2.35 3.93 0.77 0.60 0.35 0.39

なし 0.13 0.43 0.55 0.39 0.25 0.28 tr

あり 1.00 7.10 4.39 0.82 0.53 0.43 0.37

なし 0.59 0.39 0.22 0.30 し 0.29 0.23

2) 2一フェニルプロピオン酸

供試土壌 稲わら 培養口数

添加 4日 8日 10日 13日 15日 20日 24日

上川農試 あり 0,22 0.87 1.27 0.46 0.24 tr tr

なし tr tr tr tr tr tr tr

あり 0.17 0.52 0.82 0.09 tr tr tr

なし tr tr tr tr tr tr tr

圃場B あり tr 0.18 0.57 0.11 tr tr tr

なし tr tr tr tr tr tr tr

あり 0.05 0.94 0.40 0.22 0.29 0.03 tr

なし tr tr tr tr tr tr

3) 3-フェニルプロピオン酸

供試土壌 稲わら 培養日数

添加 4日 8日 10日 13日 15日 20日 24日

上川農試 あり 3.25 4,91 5.60 1.14 0.21 tr tr

なし tr tr tr tr tr tr tr

あり 0.73 3.15 1.87 0.85 0.02 tr tr

なし tr tr tr tr tr tr tr

圃場B r あり 0.29 0.36 1.48 0.21 tr tr tr

なし tr tr tr tr tr tr tr

あり 0.22 3.36 0.52 0.02 0.06 tr tr

なし tr tr tr tr tr tr

供試土壌は,上川農試 ･.有機物無施用,圃場B･C:稲わら春混和
trは測定限界以下で,検出されず.

供試土壌に稲わらを添加 して培養試験を行った結果,

稲わら無添加条件では,培養温度20℃,30℃とも 2-

フェニルプロピオン酸,3-フェニルカルボン酸の測

定値が非常に小さく,安息香酸が少量検出されたのに

対 して,稲わら添加条件ではいずれの土壌でも著しく

高まっていた (表12,表13).稲わら添加条件におけ

る各芳香族カルボン酸の推移を見ると,安息香酸のピー

クは上川農試土壌および圃場C土壌で高く,培養温度

30℃で8日～10日後頃,20℃で13日～20日後頃であっ

た (図19).同様に 2-フェニルプロピオン酸も,上

川農試土壌および圃場C土壌で高く推移し,そのピー

クは培養温度30℃で8日～10日後頃,20℃で20日後頃

であった (図20).3-フェニルプロピオン酸は,安息

香酸とほぼ同様の傾向を示 した (図21).上川農試水

田で調査したデータでは,6月の地温 (深さ10cm)の

平均が15-20℃の範囲内に推移 していた (図22).土

壌間差異に関しては,20℃の場合,圃場C土壌で最も

高く,以下上川農土壌,圃場B土壌の順であった (秦

12).30℃の場合は,上川農試土壌が最も高く,上川

農試土壌>圃場C土壌>圃場A土壌>圃場B土壌の順

であった (表13).上川農試水田と圃場Aの水稲生育

を比較 した結果,圃場Aの幼穂形成期の窒素吸収量お
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表14.供試土壌採取圃場における水稲初期生育および糟玄米収JL:

調査圃場 稲わら処理 幼穂禦 禦 習 幼穂形讐 警 乗吸収量 精giT禁 量

98年 99年 00年 98年 99年 00年 98年 99年 00年

上川農試 有機物無施用 556 767 876

稲わら春混和 639 584 592

堆肥春混和 745 948 931

3.9 6.1 4.8 625 541 610

3.0 3.0 2.3 693 570 622

3.8 5.2 4.8 674 565 616

圃場A 対照 388 376 3.16 1.3 1.7 460 437

客土 531 553 4.88 1.9 2.4 518 506

(M
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戦
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4
'=
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辛

章 一∴

図24.客土が芳香族カルボン散濃度に及ぼす影響

(圃場A土壌,30℃培養)

よび収量が著しく低かった (表14).

各芳香族カルボン酸濃度は,有機物連用土壌におい

て低下する傾向にあった (図23).特に稲わら連用

(稲わら春混和)土壌では,有機物無施用土壌の半分

以下で推移 した.

遊離酸化鉄を多く含む客土 (6cm)処理を行った土

壌では,各種芳香族カルボン酸濃度のピークの低下が

認められた (図24).また,無施用に対して客土 6cm

区では芳香族カルボン酸生成期間が短期間に抑えられ

ており,これは3種類のカルボン酸に共通して認めら

れた.

312-2 稲わらの分解促進技術が高晶賞米生産に

与える影響

(l)試験 1.室内培養試験

実験方法

1)供試土壌 :1998年10月,上州農業試験場水田圃場

(褐色低地土)の作土 (深さ0-15cm)から採取した

土壌 (表15)を風乾砕土後,2m皿のメッシュで節い,

常温保存したものを実験に供した.

2)培養条件 :風乾土20gを培養 t朋ビン100ml用 (口

内径41皿 ×胴径55皿 ×高さ95mm)に充填し,長さ3cm

に切断した稲わら (T-C386gkg∴ T-N7.llgkg∴ C

/N比 54.2)を乾物換算で5g,不撒布 (ポリエチレン･

ポリプロピレン複合繊維,以下同)に平面に広げるよ

うに包んで埋め込んだ.この比率は稲わら37500gm~2

(耕起深15CⅡI.仮比重を 1と仮定)に相当し,慣行の

400gm12と比較して非常に多いが,稲わらの炭素分析

の際の必要量を考慮 して設定した.培養 UMビンはポ

リエチレンフィルムで覆い,輪ゴムで締めた.土壌水

分はほぼ圃場容水量に相当するpF1.8になるように2

過に1度調整し,5℃および20℃で12週間培養 (1999

年3月23日～1999年6月15日)した.

3)処理内容 :稲わらのみの場合を対照区とし,肥料

添加処理 (肥料A,B),肥料と有機物分解促進資材の
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表15.供試土壌の理化学性

pH 全炭素 全室素 遊離酸化鉄 易遺元惟
(H20) マンガン

(gkgl) (gkg~1) (gkgLl) (mgkg~1)

6.1 12.6 1.5 14.5 251

6.0 13.8 1.3 14.2 174

深さ 土性 作土の 飽和
容積重 透水係数

(cm) (gLl) (cms~L)

0-25 SCL 129 5.2×10~6

25-40 CL 131 5.5×10~̀

1996年10月に土壌調査 ･分析を行った

併用処理 (肥料A,B+分解資材A,B,C)を設けた.

肥料は肥料A (尿素複合液肥 :窒素(N)180gkg【1,リ

ン酸(P205)125gkg~り,肥料B (腐熟促進肥料 :窒素

125gkg~■,リン酸60gkg~▲,アルカリ分300gkg~1)で

窒素30mg相当を添加 した.有機物分解促進資材は微生

物由来の分解資材であり,分解資材A (菌体 ･特殊腐

植剤 ･有機活性剤などを混合発酵),分解資材B (珪

藻土に放線菌および糸状菌を添加発酵),分解資材 C

(セルロース分解菌とリグニン分解菌など微生物を有

機物やバーミキュライ ト等と混合発酵)を稲わらに対

する各社指導量から算出した添加量 (資材A :0.17g,

資材B :0.50g,資材C :0.33g)で処理した.肥料お

よび分解資材は不織布内で稲わらと混合 した.混合時

の資材の付着が良いように,稲わらには事前に若干の

水分を秀吹きで与えておいた.試験は5反復で行った.

4)調査項目 :稲わらの乾物重は60℃通風乾燥後に秤

量し,炭素含有量はチュ- リン法36r37)によった.稲わ

ら乾物重および炭素量の培養前と培養後の差を,培養

前の乾物重および炭素量に対する割合で示し,各々の

減少率とした.

実故結果

12週間培養後の乾物減少率と稲わら中の炭素減少率

を表16に示した.5℃培養は各処理条件とも20℃培養

に比較して,明らかに炭素減少率が低い.稲わらのみ

の炭素減少率は20℃培養で55.5%,5℃培養で27.9%

であり,培養温度により大きく異なることが認められ

た.5℃培養の炭素減少率は稲わらのみと比較して肥

料A添加で34.3%,肥料B添加では38.7%と6-10%

増加 した.また,分解資材と併用した場合を見ると,

肥料A+分解資材添加 (4-6区)では39.8-42.0%,

肥料B+分解資材添加 (7-9区)では45,1-47.7%

と炭素減少率がさらに高まることが認められた.20℃

培養試験においても同様の傾向にあったが,5℃培養

に比べその効果は小さかった.分解促進資材間の比較

については,培養温度および併用する肥料により傾向

が異なった.

(2)試験2.圃場試験

実験方法

1)供試圃場および耕種概要

1996年から1999年に,上川農業試験場水田で試験を

実施 した.供試品種は ｢きらら397｣を用いた.施肥

は化成肥料で窒素(N)一リン酸(P205)-カリウム(K20)

が90-90-90gm~2となるように基肥全層施用,栽植

密度mJ当たり27.8株 (畝間30cm×株間12cm)で移植 し

た.

移植は1997年で5月24日,1998年で5月20日,1999

年で5月19日に行った.収穫は1997年で9月26日,1998

年で9月21日,1999年で9月8日に行った.

表16.培養温度.肥料およ び分解資材添加が稲わら分解に 及ぼす影響

培養温度 5℃ 培養温度 20℃
乾 物減少率 炭 素減少率 乾 物減少率 炭素減少率

% % % %

I.稲わらのみ

2.肥料A添加

3.肥料B添加

10.1

22.2

24.8

4.肥料A+分解資材A添 加 29.0

5.肥料A+分解資材B添 加 25.9

や･肥料A+分解資材C添 加 2815

7.肥料B+分解資材A添 加 32.5

8.肥料B+分解資材B添 加 23.6

9.肥料B+分解資材C添 加 28.1 cb

27.9 a 46.2 a 55.5

34.3 b 47,8 ab

38.7 C 45.6 a

41.0 c 56.1 b

39.8 C 51.8 ab

46.2 e 56.2 b

8

nU

6

1

5

6

6

6

66.4

67.4

67.3

67.9

b

b

b

b

b

b

a

a

C

a

C

C

C

各 培養温度の異なる アルフ ァベット間には,Tukey-Kramerにより5%水準において有意 差があることを表す.∩-5
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水管理に関して,入水は1997年で5月13日,1998年

で5月11日,1999年で5月10日に行った.落水は1997

年で8月13日,1998年で8月17日,1999年で8月13日

に行った.

2)試験処理

風乾物換算で400gm2相当の生わらを,長さ10-15

cm程度に切断し,収穫後に散布した.稲わらの混和処

理として秋混和 (秋散布直後にロータリーで深さ5-

8cm程度に浅耕混和し,さらに翌春に15cm混和)と春

混和 (秋散布後,地表面に放置した状態で越冬し,翌

春ロータリーで深さ15cm混和),および稲わら無散布

の処理区を設けた.稲わらの散布および秋混和処理は

1996年で10月 1日,1997年で10月 2日,1998年で10月

2日,翌年の春混和処理は1997年で5月8日,1998年

で5月6日,1999年で5月6日に行った.

さらに窒素肥料添加,および窒素肥料に有機物分解

促進資材添加を併用した処理区を稲わら混和処理に組

み合わせて設定し,稲わら秋散布時に処理した.窒素

肥料の施用量は肥料Aおよび肥料B▲で1996年秋散布は

4gNm~2,1997･1998年秋散布は 3gNm~2とした.有

機物分解促進資材の施用量は1996年秋散布が50gm~2,

1997･1998年秋散布が各社指導の添加量 (資材A:10

gmLZ,資材B :30gmr2,資材C :20gm~2)とした.

試験規模は1区35mi(5mX7m)で,反復なし.

また風乾物換算10gの稲わらを長さ10cmで切断して

稲わらとの比率が試験区と同条件になるように資材を

添加 ･混合し,平面に広げるように不織布に包み,圃

場に設置した.混合時の資材の付着が良いように,稲

わらには事前に若干の水分を霧吹きで与えておいた.

秋混和処理の場合は稲わら混和処理後の深さ8cmに埋

設し,春混和処理の場合は地表面に放置,両処理とも

翌年の春混和前および水稲収穫後にLFIJ収した.収穫後

Ld収するサンプルについては春混和前に一度取り出し,

表17収穫後の地温 (地表および深さ5cm)の推移 (上川農試水田)

深さ15cmに再度埋設 した.供試 した稲わらの炭素含有

量は1996年で378gkg1,1997年で398gkg1,1998年で

386gkgJであった.1996年と1997年は3反復,1998年

は5反復で行った.

3)調査項目

炭素含有量の分析はチュ- リン法 36･3"により,炭素

量の施用前と回収後の差を埋設前の炭素量に対する割

合で示し,その減少率とした.また,同時に湛水期間

の炭素分解に伴って発生するメタンガス量を調査した.

4)メタンガス採取および分析方法

メタンはクローズ ドチャンバー法に従い 76･つ7),水稲

10株を覆えるチャンバー (透明なポリカーボネイ ト製

の無底角箱型,底面60×60cm,高さ1.0m)を用いた.

チャンバー内の空気は小型フアンで常時撹拝 し,下部

は水面下に埋設した塩ビ製の台座に設置することによ

り気密を図った.メタンの採取および保管にはテ ドラ-

バック (lj)を使用した.メタンフラックスの目変

化は比較的小さい事例もあるが76),午後から夕方に高

く,早朝に低いとの報告もあり78),本試験では比較的

中庸と思われる午前 9時から12時までに採取したサン

プルを処理間および日発生量の推定に用いた.メタン

フラックスはチャンバーセット直後,15分後にチャン

バー内のガス採取を行い,測定したメタン濃度の増加

速度からメタンフラックスを算出した77).メタン濃度

は水素炎イオン化検出器 (FID)のついたガスクロマ

トグラフ (島津製作所製 GC-14A)で測定し,標準ガ

スは窒素/メタン混合ガス,CH｡濃度 9.23ppmvを使用

した.

入水 目を0日,耕種概要に示 した連続湛水処理が落

水された日を最終日とし,その期間を湛水期間とした.

湛水期間のメタンフラックスの測定は概ね2-3週間

に1回程度行った.

湛水開始時にはメタン測定を行っていないため,メ

年 月 半句
地表 5cm 地表 5cm 地表 5cm

1998 10月 4

10月 5

10月 6

11月 1

11月 2

11月 3

8.1 9.9

3.9 6.5

3.2 5.3

1.7 3.4

0.8 2.5

0.7 2,6

16.3 14.I

14.5 11.4

13.9 10.5

8.2 7.1

7.2 5.6

6,2 8.0

12.2 12.0

9.2 8.9

8.5 7.9

4.9 5.3

4.0 4.1

3.5 5.3

1999 4月 5 2.0 3,8 19.4 15.0 10.7 9.4

4月 6 3.9 5.8 20.3 17.7 12.1 11.7
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表18.稲わら処理法.肥料および分解資材添加が冬期間 (収穫後一翌春耕起前)の稲わら庚兼減少率 (%)に及ぼす影響

1996,収穫後散布 1997,収穫後散布 1998,収穫後散布

1997,耕起前回収 1998,耕起前回収 1999,耕起前回収

1.稲わら秋混和

2.稲わら秋混和+肥料A添加

3.稲わら秋混和+肥料B添加

4.稲わら秋混和+肥料A+分解資材A添加

5.稲わら秋混和+肥料A+分解資材B添加

6.稲わら秋混和+肥料A+分解資材C添加

7.稲わら秋混和+肥料B+分解資材A添加

8.稲わら秋混和+肥料B+分解資材B添加

9.稲わら秋混和+肥料B+分解資材C添加

34.9

42.1

43.1

46.2

44.1 b 37.7 bc

50.8 de 40.8 cde

47.9 C 41.7 de

46.5 f

49.1 e 52.0 e 48.1 f

46.2 de 50.3 cde

41.7 bc 48.7 cd 48.3 f

48.5 e 48.8 cd 43.4 e

48 e 50.4 cde 47.1 f

10.稲わら春混和

ll.稲わら春混和+肥料A添加

12.稲わら春混和+肥料B添加

13,稲わら春混和+肥料A+分解資材B添加

14.稲わら春混和+肥料B+分解資材B添加

15.稲わら春混和+肥料B+分解資材C添加

39.4 a 32.9 a

47.9 C 35.8 ab

49.1 cd 40,9 cde

45.0 b

46.3 bc 41.2 de

49.5 cde 40.1 cd

1-9区:秋収穫後に土壌混和,10-15区:秋収穫後に散布して放置,翌年の春耕起前に回収した.
各年次の異なるアルファベット間には,Tukey-Kramertestにより5%水準において有意差があることを表す
1997年と1998年取り出しはn-3,1999年取り出しはn-5

タンフラックスを0mgCHAm~2h~'とした.日発生量はメ

タンフラックス測定値を24時間に換算し,さらに各調

査 日データを連結した面積から湛水期間の推定メタン

発生量とした.なお,データは示さなかったが非湛水

期間のメタン発生量は非常に少なかったため,本試験

では湛水期間のメタン発生量を水稲栽培期間のメタン

発生量とした.

試族結果

本試験を行った上川農試水田における1998年収穫後

～積雪前と1999年融雪～耕起前の調査では,深さ5C皿

の平均地温が10月下旬 8.4℃,11月上旬 4.4℃,融雪

後の4月下旬が10,5℃であった (表17).

圃場に設置した稲わらの炭素減少率は (表18),秩

混和+肥料 (肥料A,肥料B)+分解資材添加 (分解

資材A,分解資材B,分解資材C)区(4-9区)が全般

的に高い傾向にあった,なお,肥料間および分解資材

間の比較では,有意な差が認められない場合が多く,

一定の傾向が得 られなかった.

それ以下は分解率の大きい順から秋混和+肥料添加

区(2- 3区)≧春混和+肥料添加 +分解資材添加区

(13- 15区)>春混和+肥料添加区(ll- 12区)となっ

た.肥料および分解資材を添加 しなかった稲わら秋混

和区(1区),稲わら春混和区 (10区)の場合には減少

率が低かった.特に稲わら春混和区(10区)は36%程

度であり,秋混和+肥料+分解資材添加区と比較 して

10-14ポイン トも少なかった.

次に主要な処理区における水稲栽培期間中のメタン

フラックスを測定し,湛水期間におけるメタン発生量

を推定 した (表19).その結果,稲わら春混和区 (10

区)では9.5gCH.m2(1998年),17.1gCH.m~2(1999

午)であった.一方,稲わら秋混和区(1区)では5.2g

表19.稲わら処理法.肥料および分解資材添加が水稲栽培期間の推定メタン発生t (gCH.n~2)に及ぼす影響

処理区 1997年 1998年 1999年

1.稲わら秋混和

5.稲わら秋混和+肥料A+分解資材B添加

8.稲わら秋混和+肥料B+分解資材B添加

10.6 5.2(55) 12,0(70)

8.9 4.4(46)

9.9(58)

10.稲わら春混和

13.稲わら春混和+肥料A+分解資材B添加

14.稲わら春混和+肥料B+分解資材B添加

9.5(100) 17.1(100)

8.0(84)

12.5(73)

16.稲わら無施用 1.5(16) 4.8(28)

メタンフラックスの測定は1997年 :5回,1998年 ,6回,1999年 :7回
( )内の数値は稲わら春混和区を100とした指数
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表20.稲わら処理法,肥料および分解責材添加が水和栽培期間(翌年の春耕起一収穫時)における稲わら炭素減少率(%)に及ぼす影響

1998年 1999年

処理区
秋収穫後～ 秋収横後～ 水稲栽培 秋収穫後～ 秋収穫後～ 水稲栽培

春耕起前 翌年収穫時 期間分 春耕起前 翌年収横時 期間分

① ② ② -① ① ② ② 一①

1.稲わら秋混和 44.1±0.6 66.7±1.1 22.6 37.7±0.8 61.7±4.6 24.0

5.稲わら秋混和+肥料A+分解資材B添加 52.0±0.8 66.3±2.2 14.3

8.稲わら秋混和+肥料B+分解資材B添加 43.4±2.7 60.6±5.5 17.2

10.稲わら春混和 39.4±0.1 66.7±1.9 27.3 32,9±2.0 64.2±4.7 31.3

13.稲わら春混和+肥料A+分解資材B添加 45.0±1.8 67.2±1.6 22.2

14.稲わら春混和十肥料B+分解資材B添加 41.2+_-2.0 63.8±2.7 22.6

1,5,8区:秋収種後に土壌混和,10,13,14区:秋収樺後に散布して放置し,翌年の春耕起時に土壌混和
各区とも翌年の耕起前と水稲収稚時に回収した.
1998年取り出しはn=3,1999年取り出しはn=5,±標準偏差

表21.稲わら処理法が収量及び晶質に及ぼす影響

精玄米 千粒重 玄米の外観晶質 白米
タンパク質

年次 処理区 ㌘票 g 良質琵紺 青未警 鉛 /吾碧

1998年

5.稲わら秋混和+肥料A+分解資材B添加 644 20.7 91.7 7.4 53

10.稲わら春混和 605 20.8 82.7 16.4 56

1999年

8.稲わら秋混和+杷料B+分解資材B添加 517 22.2 94.6 4.1 67

10.稲わら春混和 476 22.2 94.8 3.9 69

精玄米収量には,締い目1.90mmを使用した.外観晶質の測定には精玄米を用いた.

CH.m~2(1998年),12.OgCH.mー2(1999年) と秋混和

によりメタン発生量が減少 した.さらに,稲わら秋混

和+肥料A+分解資材添加区 (5区)で4.4gCH.mJ2

(1998年),稲わら秋混和十肥料B+分解資材添加区

(8区)で9.9gCH｡m~2(1999年)であり,肥料および

分解資材添加の処理区で各年ともメタン発生量が最も

低かった.また,稲わら秋混和+肥料 (A,B)+分

解資材添加区(5,8区)におけるメタンフラックスは

全期間を通じて稲わら秋混和区 (1区)より低く推移

した (図表省略).

1998年と1999年の推定メタン発生量の軽減効果でみ

ると,農家慣行として多い稲わら春混和区(10区)に対

して 1.稲わら秋混和区で発生量の35%,さらに秋混

和+肥料 (A,ち)+分解資材添加 (5,8区)で54%

(1998年),42% (1999年)メタン発生量が軽減された.

なお,参考として行った稲わら無施用条件は1.5gCH.

m~2(1998年),4.8gCH｡m~2(1999年)であり,この

値は稲わら春混和 (10区)におけるメタン発生量の3

割以下だった.

メタン生成の基質となる稲わら炭素の水稲栽培期間

における減少程度を表20に示 した.水稲栽培期間にお

ける炭素減少率 (収穫後と春耕起前の差)は稲わら春

混和区 (10区)と比較 して稲わら秋混和区 (1区)で

小さく,秋混和+肥料 (A,ら)+分解資材添加区

(5,8区)ではさらに減少 した.水稲収穫までの炭素

の累積減少率は60%程度と各処理区間で大差なく,水

稲栽培期間中の分解量は春耕起前までの炭素減少率の

低い処理区で多かった.

収量 ･品質に関しては,農家慣行として多い稲わら

春混和区 (10区)と比較して,1998年の秋混和+肥料

A十分解資材 B添加区 (5区),1999年の秋混和+肥

料B+分解資材B添加区 (8区)で精玄米収量が増加

していた (表21).千粒重の差は判然としないが,白

米中のタンパク質含有量は稲わら分解促進処理により

低下する傾向にあった.

312-3 水田土壌に対する酸化的環境の導出技術

(1)試族 l.圃場の水管理

実験方法

1)供試圃場および耕種概要

1997年から1999年に,上川農業試験場水田で試験を

実施 した.耕種概要は3- 2- 2に準 じる.稲わら施
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用に関しては,1997年が稲わら無施用,1998年～1999

年は風乾物換算で300kgm~2の稲わらを春散布春混和

(春耕起前に散布 し,直後にロータリーで深さ15cm混

和)した.

水管理に関して,入水は1997年で5月13日,1998年

で5月11日,1999年で5月10日に行った.落水は1997

年で8月13日,1998年で8月25日,1999年で8月13日

に行った.中干しおよび間断濯概の処理区以外は上記

の入水～落水期間を通じて連続湛水した.

2)試験処理

中干し処理区と間断港概処理区を設定した.中干し

処理は幼穂形成期前 (6月中旬～ 7月初旬)に落水し,

土壌乾燥程度は地表面に大亀裂が形成される程度を目

安とした.各年度の中干し期間は1997年 (6/24-7/2),

1998年 (6/24-7/2),1999年 (6/24-7/1)であった.

間断港慨処理は中干し処理と同時期 (6月下旬)お

よび出穂期 (8月上旬)以降に行い, 2水準の落水強

度で設けた.間断濯概 (強程度)は1997年が落水(4

日)一湛水(2日)一落水 (4日)で行った,1998および

1999年は土壌水分 pFl.8程度を目標に土壌乾燥 した

(落水(3- 5日)-湛水(2日)一落水(3- 5日)).間

断潅概 (弱程度)は1997年が落水(2日)一湛水(4日)I

落水(2日),1998と1999年はpFl.5程度を目標とした

(落水(2- 3日)一湛水(4日)一落水 (2- 3日)).さ

らに,出穂期以降にも同様の間断漕艇処理を行った.

幼穂形成期前の水管理 (中干し,間断港慨)処理以

前は水田圃場を均一栽培管理 した.水管理処理の直前

に波板を用いて各区を仕切り,以降は各処理に応 じて

落水一湛水処理を行った.

試験規模は21mJ(3mX7m)で,反復なし.

3)調査項目

3-2-2に準じる.さらに,作土の酸化還元電位

(Eh)および2価鉄濃度を測定した.

表22.水管理が土壌の酸化還元t位 (Eh),2価鉄含tに及ぼす影響

4)作土の酸化還元電位 (Eh)および2価鉄,土壌水

分 (pF)の測定方法

土壌の酸化還元電位の測定には,土壌用 Ehメータ

(藤原製作所製,EHS-120型)を用いた.湛水期間の作

土に湛水期間を通じて白金電極を差し込んだままにし,

調査の際には田面水中に入れた比較電極と白金電極を

接続して,各処理区3反復で測定した.測定の深さは

作土中の5C皿とした77).

土壌中の2価鉄濃度は湛水期間中の水稲粂間 (3カ

所)の作土 0-15CⅡか ら採取した生上を,根およびゴ

ミを取り除いた後に混合し,塩化アル ミニウム抽出法

で抽出,ジピリジル比色定量法で定量した34).

土壌pFは長さ1mの塩ビパイプの先にポーラスカッ

プを連結し,純水を注入後シリコン栓で密封したもの

を用いた.これをポーラスカップの下端が深さ10cmに

なるように土壌に設置し,注射針を直結したハンディ

マノメータでパイプ内の減圧を測定,その数値をpFに

換算した79).

実験結果

間断潅概の強度と土壌水分 (pF)および土壌還元状

態を表22に示した.1997-1998年の幼穂形成期前に中

干し処理を実施した中干し区(2区)は最高pF2.1-2.2

に達した.間断港概 (強程度)区(4区)は中干しに及

ばないものの水分状態がpFl.9以上になっており,目

視では土壌表面に若干の亀裂も観察された.また,デー

タを示さなかったが,1999年はpF1.8に達した,一方,

間断濯概 (弱程度)区(3区)の場合には最高pFl.5-

1.6,表面水が排除された程度であった.また,出穂

後の間断濯概については,1997年と1999年は降雨のた

め乾燥が進まず,落水強度に関わらずpFl.5-1.6程度

だったが,1998年は間断港概 (強)区(4区)でpF1.8

に達した.

測定時期 連続湛水 中干し
弱 強

測定時期 連続湛水 中干し
弱 強

幼穂形成期前処理最高pF 2.2 1.6 2.0 2.1 1.5 1.9

Eh(mV) 入17%5)6日 -195±16 152±6 -.87±8 -124±63 人否発言ヲ日 一240±30 -74±23 I.72±22 I..4±

2価鉄(mgkg-I)入17%5)6日 2110 .630 2079 .740 人否%6?日 2680 .4.0 2030 1620

-187±8 -124±63 /~ワニlご;こI- -240±30 -74±23 1172±22 1114±26

出穂後処理最高pF 1,5 1.5 1.5 1.8

Eh(nv) 入1598)8日 12.9±2. -212±9 -186±.3 -.98±4 人iS%1.0)5日 -200±12-202±.7 -146±28 -.39±22

Ehはn-3,±は標準偏差
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図25.水管理がメタンフラックスに及ぼす影響
水管理は,1)幼穂形成期前と 2)出穂期以降の期間に行った

表23.水管理が収量および品質に及ぼす影響

また連続湛水区(1区)と比較 して,中干 し区(2区)

では再度湛水 しても土壌の酸化還元電位 (Eh)が高く,

反対に土壌 2価鉄濃度は低かった (表22).間断濯概

(強)区(4区)でも同様の傾向を示 した. しか し,中

干 し区(2区)の場合,出穂期以降の調査では連続湛水

に近いEh=-200mV以下の還元状態に戻ったのに対 し,

間断濯概処理では出穂後に再び間断濯概処理を行 うこ

とで土壌還元の発達が緩和されていた.

中干 し区(2区)のメタンフラックスは,中干 し処理

直後に顕著に低下し,その後は緩慢に上昇するものの

1.連続湛水区よりも低 く推移 した (図25).一方,幼

穂形成期前における間断濯概 (強)区(4区)でも処理

後からメタンの発生が軽減 され,1998年では中干 し処

理に近い軽減効果があった. これに対 し,間断濯概

(弱)区(3区)ではメタンフラックスの低下が間断漕

艇 (強)区(4区)より小さかった.出穂後の間断濯概

ではメタンフラックスの低下の認められる場合もあっ

たが,幼穂形成期前の中干 し処理 と比較 して水稲栽培

期間のメタン発生量に及ぼす影響は小 さかった.

収量 ･品質に関しては,連続湛水(1区)と比較 して,

中干 し処理および間断濯淑処理により精玄米収量は高

まる事例が多かったが,その差は大きくなかった (義

23).玄米の外観晶質について,1998年の中干 し処理

および間断溝板処理により良質粒歩合が向上 した.白

米タンパク質含有量は,中干 し処理および間断濯淑処

理により低下する傾向にあり,これは全般的に低タン

パク質含有量であった1998年でも認められた.

玄米の外観品質

年次 水管理処理 精玄米収量

gm~2
良質粒歩合 育未熟粒歩合

% %

1998年

1.連続湛水

2.中干し

3.間断港概 (弱)

4.間断港概 (強)

7

5

1

5

14

10

9
.
12

1999年

1.連続湛水 483 22.1 91.5

2.中干し 491 22.0 92.5

3.間断濯概 (弱) 497 22,2 92.3

4.間断港概 (強) 504 22.1 93.9

2

6

7

1

3

3

4

4

精玄米収量には,賄い目1.90mmを使用した.外観品質の測定には精玄米を用いた
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図26.秒充填細溝心土破砕 (砂心破)施工試作機

(2)試族 2,圃場排水性の改良

実験方法

1)供試品種および耕種概要

試験は1999年～2001年に灰色低地土 (細粒質灰色低

地土,上川郡鷹栖町)で行った.供試品種は ｢ほしの

ゆめ｣,苗は中苗型枠苗であった.施肥量は,窒素(N)一

リン酸(P205)-カリウム(KzO):85-152-79gm~2,ケ
イカル600-800gm~Zであった.

2)試験処理

南榛原開発株式会社 (静岡県榛原郡相良町)に作成

依頼した砂充填細清心土破砕 (砂心破)施工試作機を

用いて (図26),1998年水稲収穫後の水田圃場で,施

工処理を行った.処理区は無施工区,砂心破 (砂充填

細溝心土破砕)1.2m区 (施工間隔1.2m,溝深さ40cm,

溝幅 2C皿),砂心破2.4m区 (施工間隔2.4m,溝深さ

40cm,溝幅 2cm)を設置した,充填材には,焼き砂

(粒径2.5-5.0m)を用いた.施工方向は,圃場暗渠

排水の施工方向に斜め45度で交差するよう行った.

クローラトラクタ

に接続する

3)施工機 (試作機)

使用機械は超々湿地クローラ農用 トラクター (キャ

タピラー三菱,総重量5150kg,レーザ自動勾配設定装

置,エンジン出力50PS,走行速度は低速 2速 (220m

hr~1),接地圧0.15kgc皿~2,ホッパ容量1.4m3) を用い

た.弾丸暗渠の施工機を改造した物であり,主には施

工溝カッター部と充填材のホッパを改造した (図26).

これにより,充填材を施工溝幅 2cmで,田面より最大

40cm (砂充填深さ30cm)に充填可能となった.

実験結果

本圃場の土性は粘質であり,透水係数も10~7cm S~1と

低く,斑紋が認められることから細粒質灰色低地土に

分類される (図27).化学性については,可給態ケイ

酸が低かった.

砂心破施工の作業性等に関しては,作業速度が砂

(本試験では粒径2.5-5.0mmの焼砂使用)の落下速度

に制約されるため,施工目標 (深さ40C皿～10C恥 幅 2

層名 深 さ(C皿) 硬度 腐植 土性 土色 廉 - 飽芸霊水 気相率 ㌫ 志 朗 率

ctB/S % % %

Ap

A

Cg

ⅡA

14

25

44

60-ト

Ap16含むLiC暗褐なし2,4×1013.955041.1

A22含むLICオリーブ黒なし
糸根含む94×1070454545
.
1

cg.8なしHC梅灰なし
要主監根3
1
1×1070
･
855
･
9433

uA12頗る富むL黒梅なし

図27.試挨圃場の土壌l折面
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1998年施工直後

層名 深さ(cm)
0

Ap

A

Cg

ⅢA

14

25

44

60+

北海道立農業試験場報告 第116号

2001年水稲収穫後

層名 深さ(cm)

0 飽和透水
係数 気相率

C皿 S~】 %

Ap 5,3X10J5 2.3

A 1.lXIO1 2.6

Cg 5.7XIO~7 1.7

秒滞部 2.0×10~1 11.2

気相率はpF1.5に調整 してalL定 した

砂溝部の飽和透水係数
1,4×10~2

図28.秒Ib破施工後の土壌断面状態

cm) を達成するには,2速 ･220m/時が限界であった

が,砂心破施工は良好に実施された.施工直後の土壌

断面調査では,施工深さ40-41cm (内上部10cmは溝の

み),溝幅 2cmとい う施工 目標を概ね達成 していた

(図28).また,砂溝部の透水性は著しく向上していた.

さらに土壌断面調査では,溝 と暗渠排水溝との連絡が

確認されてお り,また一部暗渠の浅い部分では,暗渠

管上に埋設したどり砂利との接触も生じた (図表省略).

施工後 3年経過した2001年水稲収穫後の土壌調査で

は,砂溝の充填部分が15-40cmと若干減少 していた

(図28).砂溝の上部は鉄の酸化皮膜が認められるもの

の,その他はほぼ施工時の原型を留めていた.また,

砂溝部分の透水係数は10~2cm s~1であり,非常に良好で

あった(図28).しかし,2-3層 目の砂溝周辺部は10-i

-1077cTnS~1であり,無施工区の土壌断面と比較 して差

異が判然としなかった.

縦浸透量の調査結果から,0-1.7mm day~tに対 して

2.5-8.0mm day~1と改善していた~(表24).ただし,施

2

0

8

2

2

1

(a
)
東

君

官
許

E]

の上部では､表面に

酸化鉄皮膜の形成

表24.秒心破施工による圃場緩滅水深(m day-1)の改善

砂心破 砂心破
2.4m 1.2m

1999年

6月20日 1.0 4.0 6.0

7月 6日 0.5 2.5 5.0

2000年

6月19日 0.5 3.3

6月23日 0.3 2.6

6月26日 0.0 2.8

(落水処理､溝切り処理あり)

7月11日 1.7 2.5

4.0

3.6

3.8

3.4

2001年

6月15E] 1.5 8.0 7.5

(落水処理､溝切り処理あり)

6月29日 1.0 3.8 6.5

7月24日 1.0 3.5 3.0

工間隔の差違は比較的小さかった.深 さ5cmの地温を

測定した結果,砂心破施工区の地温上昇が確認された.

無施工区と比較 して,砂心破1.2m区は平均+0.4℃,

最高+1.7℃,最低-0.5℃ となり,特に最高地温の増

加が顕著であった (図29).

工 事 ≡

6/56/14 6/247/4 7/147/24 8/3 8/13

調査 日 (月/日)

図29.平均地温 (深さ5cm)の推移 (1999年)
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表25.土壌中の二価鉄とアンモニア態窒素濃度 (1998年)

二価鉄 (gkg~り

6/18 6/22 7/2

土壌アンモニ ア態N (g kg~1)
6/18 6/22 7/2

無施工 2050 3351 4312 4 4 32 71

砂心破2.4m 1248 1734 3351 59 49 61

砂心破1.2m 1256 1890 2963 69 52 70

0 20 40 60

入水後 日数

図30.土壌散化還元t位の推移 (2001年)

表26.水和生育初期の托物量 (gmla)

80

処理区 2000年 6/19 2001年 6/13

地上部 根部 地上部 根部

1.無施工 11.1 5.3 14,1 7.0

2.砂心破1.2■m ll.9 6,7 15,0 8.3

3.砂心破2.4m 10.3 6.5 17,5 7,7

表27.秒心破が相体の窒素.ケイ散含有量に及ぼす影f

土壌酸化還元電位 (Eh)を測定した結果,無施工区

では6月上旬の水稲活着時期からEh二一200mV以下とい

う強還元状態に達していた (図30).また,土壌中の

二価鉄濃度は無施工区で6月中旬以降2000gkg~.を越

えていた (表25),これに対して,砂心破施工区では

土壌Ehは高く推移し,反対に土壌中の二価鉄濃度は低

く推移しており,還元の進行が比較的緩和されていた.

アンモニア態窒素濃度に対する効果については明瞭で

ないが,生育初期のアンモニア態窒素濃度が高まる傾

向にあった.

移植 1ケ月後の初期生育は,砂心破施工区で地上部 ･

根部とも向上していた (表26).2000年と2001年の調

重では,地上部乾物重で 6-24%,根部乾物重で10-

26%増加 していた.

水稲の無機成分分析の結果,窒素含有量に関しては

一定の傾向が認められず,無施工と砂心破施工で大差

なかった (表27).成熟期における茎葉のケイ酸含有

量およびケイ酸/窒素比は,砂心破施工により明らか

に高まった.

砂心破の施工では,穂数および玄米収量が増加し,

同時に玄米白度も高まる傾向にあった (表28).1999

窒素 (gkg~1) ケイ酸 (gkgtl) ケイ酸/

年次 処理 幼形期 止菓期 成熟期

茎葉 茎葉 茎葉 穂

成熟期 窒素比

茎葉 穂 茎葉

1999年 1.無施工 32.7

2.砂心破1.2m 32.5

3.秒心破2.4m 33.9

5.9 10.3

5.3 9.0

5.7 9.8

82.5 36.2 13.9

89.4 36.8 16.9

89.2 32.4 15.7

2000年 1.無施工 32.1

2,秒心破1.2m 30.5

3.秒心破2.4m 27.0

19.7 6.8 10.3

17.6 7.0 9.7

23.1 6.7 9.8

83.0 41.4 12.3

91.6 45.7 13.2

87.6 43.7 13.1

2001年 1.無施工 33.9

2.秒心破1.2m 35.6

3.砂心破2.4m 34.3

17.3 6.2 9.8

18.4 5.7 9.6

22.1 6.3 9,7

67.6 11.0

88.7 15,5

91.7 14.5

2001年 1.無施工 38.0 19.0 6.5 10.5 79.6 12.2

稲わら搬出+ 2.砂心破1.2m 36.8 22.6 6.7 10.2 9.8.0 14.7

3.秒心破2.4m 38.4 21.3 6.7 10.2 97.0 14.5
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表28.秒心硬が収量および品質に及ぼす影響

総量 精玄米重

年次 処理 千粒重 タンパク質
白米 玄米の外観品質

皿丑 ′主右呈只 玄米白度 良質粒 青未熟粒
g g kg-1 % %

1999年 1.無施工 659

2.砂心破1.2m 704

3.秒心破2.4m 707

1095 488 23.3 59

1197 530 22.5 55

1185 521 22.8 52

18.9 91.1 8.6

19.2 93.2 6.7

19.4 94.1 5.7

2000年 1.無施工 620

2.砂心破1.2m 615

3.秒心破2.4m 684

1274 553 23.0 62

1339 590 22.9 60

1316 561 22.6 62

18.4 94.0 5.7

18.3 94.1 5.8

18.3 93.8 5.6

2001年 1.無施工 755

2.砂心破1.2m 789

3.秒心破2.4m 817

1323 525 22.2 63

1317 533 22.2 58

1325 541 22.1 56

15.5 67.1 31.3

16.1 74.7 23.2

16.3 75.4 22.7

2001年 1.無施工 766 1397 533 22.3

稲わら搬出*2.砂心破1.2m 806 1366 547 22.0

3,砂心破2.4m 886 1410 576 22.4

15.1 67.9 30.4

15.,5 65.6 33.0

15.7 69.7 28.5

99-01 1.無施工 678 1231 522 22.8 6

平均 2,砂心破1.2m 703 1284 551 22.5 5

書を除く 3.秒心破2.4m 736 1275 541 22.5 5

17.6 84.1 15.2

17.9 87.3 11.9

18.0 87.8 11.4

年と2001年の白米タンパク質含有量は砂心破施工によ

り低下した.ただし,本施工圃場における砂心破施工

間隔1.2mと2.4mの比較では,収量 ･品質ともにその

効果の差が判然としなかった.2001年度は,鷹栖圃場

の一部に,稲わら持ち出し処理区を設けて水稲生育調

査を行った.その結果,砂心破施工の有無に関わらず,

稲わら持ち出し処理によって精玄米収量の増加が認め

られた (表28).

313 論議

水稲の初期生育,特に根の伸長に影響を及ぼす要因

として, 2章では土壌中の可給態ケイ酸,遊離酸化鉄

および硫黄の濃度や,土壌の還元条件下における遊離

酸化鉄と硫黄のバランスに関して検討を行った.その

結果,遊離酸化鉄濃度の高い客土や資材施用は,土壌

還元の抑制に対して明らかな改善効果が認められた.

ただし,水田土壌の還元発達を大きく左右する要因と

しては,稲わらなど有機物の湛水条件下での分解が挙

げられる.

特に,近年の研究では,水稲初期生育抑制と養分吸

収阻害について,すき込まれた有機物の嫌気的分解に

伴 う芳香族カルボン酸生成が大きな要因であると考え

られると報告65･66)がある.北海道では芳香族カルボン

酸生成を確認 した例がなかったため,本試験でいくつ

かの培養試験を試みた.培養試験を行った結果,稲わ

ら無施用条件で芳香族カルボン酸 (安息香酸,2-フェ

ニルプロピオン酸,3-フェニルプロピオン酸)の測

定値が非常に小さいのに対して,稲わら添加条件で著

しく高まっていた (表12,表13).水稲種子根伸長に

対する阻害作用は2-フェニルプロピオン酸濃度で0.5

〃M程度から,3-フェニルプロピオン酸濃度で40IIM

から認められている66).また,水耕における窒素吸収

阻害活性は,2-フェニルプロピオン酸,安息香酸,3-

フェニルプロピオン酸で各々 1, 100, 100JJMで明ら

かに認められたことが報告されている80).本試験でも,

2-フェニルプロピオン酸濃度で lJIMを越える事例が

あり,北海道の水田土壌において稲わらすき込み条件

における芳香族カルボン酸の蓄積が,水稲の初期生育

にダメージを与えている可能性がある.また,そのピー

クは30℃で10日頃 (積算温度300℃),20℃で13日～20

日頃 (積算気温260℃～400℃)であった.過去の北海

道における調査から,土壌中のポリフェノール濃度は

日平均積算気温で200℃～300℃でピークが見られてい

るとの報告61)もあり,本試験結果に類似 している.本

道水田の5･6月の水温 ･地温は20℃以下であり,具

体的に上川農試で調査 したデータでは, 6月の地温

(深さ5C皿)の平均が15-20℃の範囲内に推移 してい

た (凶22). したがって水田での芳香族カルボン酸の

ピークは,一般的に入水が行われる5月中旬から約 1

ケ月後頃の6月上旬～中旬,すなわち活着から茎数増
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加にかけての非常に重要な時期に当たることが推察さ

れる.

次に芳香族カルボン酸の蓄積と土壌間差異の関係に

ついて検討した.本試験では腐植の少ない褐色低地土

である上川農試土壌に対して,腐植の多い褐色低地土

である圃場A土壌,腐植の少ない粘土質灰色低地土で

ある圃場B土壌,泥炭土壌の圃場C土壌を比較した.

その結果,温度が低いほど,見かけの生成ピークが遅

れることは各土壌に共通した.20℃の比較では,安息

香酸や 2-フェニルプロピオン酸の生成量はともに泥

炭土である圃場Cで最も高く,灰色低地上である圃場

B土壌で低かった (表12).その要因は,易分解性有

機物量や分解菌 (嫌気性菌)の存在量 ･状態,さらに

土壌の還元進行程度もしくは酸化容量 (土壌中の酸素,

硝酸,易還元性マンガン,遊離酸化鉄を酸素に換算合

計したもの)の大小が影響していると考えられる.

具体的には,上川農試の稲わら連用 (稲わら春混和)

土壌では,有機物無施用上嘆より各種芳香族カルボン

酸濃度が低く推移 した (図23).これは,稲わら連用

により,水田土壌中における分解菌の活性が高まり,

有機物分解の中間生成物である芳香族カルボン酸の滞

留時間を短縮している可能性が考えられる.酸化容量

の観点からは,本試験において遊離酸化鉄の補給 (酸

化容量の拡大)が芳香族カルボン酸の生成を抑制する

か否かを検証した.その結果,3種類のカルボン酸に

共通してピークは,無施用に対して客土区で低く,か

つ短期間に抑えられていた (図24).これは,遊離酸

化鉄濃度の増加により,土壌還元の進行が緩和されて

いたのではないかと推察される.

また,上川農試水田と近隣の圃場Aの水稲生育を見

た結果,稲わら春混和区では幼穂形成期の窒素吸収が

少ないことが判る (表14).これは,稲わら連用によ

り土壌の分解活性が高まったとしても,未熟な稲わら

が湛水直前に混和されることで一定程度の初期生育抑

制が起こっていることを示唆している.また,･圃場A

の幼穂形成期の窒素吸収量および収量は客土により向

上しており,これは第 2章で示したように,土壌中の

遊離酸化鉄濃度の増加に伴 う土壌還元抑制,硫黄との

バランス改善とともに芳香族カルボン酸の生成を緩和

するうえでも有効であった可能性もある.このように,

有機物由来の芳香族カルボン酸の影響は,北海道の水

稲初期生育に関して,重要な要因と考えられることか

ら,今後も検討が必要と考える.

このように,稲わら等未分解の有機物が湛水条件で

ある水田作に持ち込まれることは,嫌気的分解生成物

の観点から見て,望ましいことではないが,実際場面

においてその搬出は容易でない.また,｢有機農業｣

｢クリーン農業｣などに指向されるように,地力維持 ･

土壌肥沃度の観点からは,有機物 (稲わらも含めて)

を用いた水稲栽培が求められる.ゆえに,予想される

未熟有機物の分解や土壌還元,有害物質の蓄積などを

緩和しつつ,有機物資源の有効活用を図らなければな

らない.本試験では,湛水以前の稲わらの好気的分解

を促進し,湛水後の分解基質を減少する方法,湛水期

間の土壌還元を抑制し,有害物質の排除を行 う方法に

ついて検討を行った.

近年,水田における有機物の嫌気的分解は,それに

伴って発生する温室効果ガスであるメタンガスについ

て研究が進んでおり,嫌気的分解とメタンガス生成は

深く連携 していること,有機物の嫌気的分解過程で大

量に生成 ･放出されることが報告されている8卜84).水

田-の分解基質持ち込みを減少する手法として,稲わ

らの圃場外-の持ち出しや堆肥化による分解促進が有

効である81･85).特に,積雪低温下にある北海道の水田

では冬期間の酸化的な稲わら分解が極めて緩慢である

ため,堆肥化するか収穫後の秋すき込みが指導されて

いる86).しかし,北海道では稲わらの約 6割が圃場に

放置され,その多くが春にロータリー混和される実態

にあるため59),したがって,その圃場内における分解

促進手法が重要となる.過去にも分解促進のための資

材について検討されているが,その効果は報告によっ

て異なる87-89).また,北海道における冬期間の水田地

温は,本州以南と比較 して低温に推移する90･91'.本試

験を行った上川農試水田における1998年収穫後～積雪

前と1999年融雪～耕起前の調査では,深さ5cmの平均

地温が10月4半句で12.0℃,10月 5半句で8.9℃,10

月6半句で7.9℃,融雪後の4月 5半句が9.4℃,4月

6半句が11.7℃であった (表17).したがって､非湛

水期間で平均地温10℃以上を確保できるのは収穫時

(9月)～10月下旬までと,4月下旬～5月上旬のわ

ずかな期間に限られ,稲わらを酸化的に分解する微生

物の活動は極めて低いと推測される.

しかし,培養試験の結果から稲わらの分解は5℃の

ような低温条件でも緩慢に進行 しており,さらに窒素

肥料および分解促進資材の添加で促進効果が認められ

で乾物減少率46.2%,炭素減少率55.5%と5℃培養に

比べて高かったものの,資材添加による分解促進効果
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は5℃ほど顕著ではなかった.これは高い温度条件に

より,土着の微生物が充分に活動できる環境にあった

ためと考えられる.過去に行われた調査から北海道に

おける冬期間の稲わら分解率 (10月下旬～11月上旬に

散布 し,5月中旬～下旬に回収)は20-40%と報告'2)

されており,先述のように収穫後の非湛水期間に平均

地温10℃以上得られる期間は短いことから,本培養試

験の条件では20℃より5℃条件の結果が実態に近いと

考えられる.ただし,本試験は不織布内に稲わらと資

材のみを混合 しているため,土壌との接触による分解

を過小評価している可能性がある.したがって,分解

量の絶対値に関してはさらに検討が必要と考えられる

が,本試験結果は稲わら分解促進資材が 5℃程度の低

温条件でもその効果を発揮 し,北海道のような寒地で

も稲わら分解促進に有効である可能性を示唆するもの

である.

実際の水稲栽培において稲わらをすき込みする場合,

水田作土が多湿な条件で実施されることも多く,土壌

の練 り返しによる透排水悪化と有機物分解の低下が懸

念される.これに対して木村 ら93),松本ら94)は有機物

を表層のみに浅く混和することでメタンの発生が少な

いことを明らかにした.土壌表層は比較的水分が少な

いために混和作業が容易であることや,深さ12-15cm

程度の慣行のすき込みと比較して稲わらが表層に存在

するため分解に必要な温度を得られ易いなどの利点が

考えられる.本試験の結果は,稲わら秋混和の炭素減

少率が稲わら春混和と比較して有意に高くなっており,

秋の土壌混和が稲わら分解に有効であった (表18).

さらに秋混和に分解促進処理 (肥料添加,分解資材添

加)を組み合わせた場合では,分解が一層促進されて

いた.

また,本試験では嫌気的有機物分解の指標として,

メタンフラックスを測定した結果,稲わら無施用条件

におけるメタン発生量が稲わら春混和区の16% (1998

午),28% (1999年)に過ぎず,稲わら由来のメタン

放出は非常に大きいことが判る (表19).農家慣行に

多く見られる稲わら春混和と比較して,今回の稲わら

秋混和における湛水期間の水田からのメタン発生量は

54% (1998年),70% (1999年)に過ぎず,さらに稲

わら秋混和+肥料 (A,B)+分解資材添加では46%

(1998年),58% (1999年)と,顕著なメタン発生量の

軽減効果が認められた.また,稲わら秋混和+肥料

(A,B)+分解資材添加区は稲わら秋混和区と比較し

た場合でも,3ヶ年ともメタン発生量が15%程度軽減

していた.

稲わらの分解時期の観点から,冬期間および水稲栽

培期間における稲わら中の炭素含有量の変化を見ると.

水稲収穫時までの炭素の累積減少率は60%程度で各処

理区間差は小さく,湛水期間の分解量は春耕起までの

炭素減少率が低い場合に高まる傾向にあった (表20),

既往の報告95-97)から推察すると水稲の作付け後までに

稲わらの易分解性画分 (全糖,デンプン,-ミセルロー

スなど)が分解され,収穫時には難分解性画分 (リグ

ニンなど)が残存したものと考えられる.稲わら分解

促進処理がメタン発生の軽減に有効であったのは,港

水前までに易分解性画分の多くが分解されたためと推

察される.

最終的な水稲生育に関しても,分解促進処理区は農

家慣行に多い稲わら春混和 (秋散布後放置)と比較し

て,収量 ･晶質とも優っていた (表21).以上のこと

から,秋収穫後の稲わらの浅い土壌混和,さらに分解

促進処理 (肥料,分解資材添加)が,北海道のような

寒地水田における稲わらの分解促進と翌年の嫌気的分

解の緩和に実用的かつ効果的であると判断する.

続いて,水管理は土壌の酸化還元電位 (Eh)に大き

な影響を及ぼす.中干し処理に関しては十分な土壌乾

燥を行 うことで,処理後に酸化還元電位が急速に上昇

し,その後も比較的高く推移することが知 られてい

る98･卿.これは中干し処理によって水田土壌中に多量

の酸素が供給されることで,土壌の表層がより酸化的

状態に移行していることを示すものである.先に述べ

たように有機物分解に伴 うメタン生成はEh=-150--

200mV以下の嫌気的条件で生成することが知られてお

り100),中干 し処理は酸化還元電位を高めることで,

メタンの生成を軽減するものと理解される.

北海道の水田は土壌の還元に伴 う水稲の初期生育抑

制を緩和するため,透排水不良乱 わら施用田に対し

て幼穂形成期前 (6月下旬)に ｢田面に亀裂が生じ,

足で歩いて跡が付く程度｣の中干し処理を行 う技術指

導が行われている101), しかし,これは気象 と土壌,

水稲生育を考慮 して行う必要があり,常に十分な土壌

の乾燥を得るのは容易でない.また落水期間の延長は

幼穂に対する低温障害の危険性もある.本試験圃場に

おける水稲の幼穂形成期は1997年で7月5日.1998年

で7月 2日,1999年で7月 2日であり,1998年と1999

年においては中干し期間が幼穂形成期とほとんど重な

る結果となった.水稲生育ステージは年次変動が大き

いが,現場指導上は幼穂の低温障害を避けることが優
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先し,早々に落水をうち切られるため,安全にかつ十

分な落水期間を得ることは容易でない.そこで本試験

では,中干しと比較して落水期間が短いため土壌乾燥

は劣るが,-一定の土壌酸化効果が期待される間断港概

について検討を行った.

幼穂形成期前 (6月下旬～ 7月初旬)における強程

度 (pFl.8-2.0)の間断濯概はメタン発生量を軽減す

る効果が認められ,ほぼ中干しに準じる効果があった

(図25).しかし,pFl.5以下の弱程度の間断濯概では

メタンの発生量の軽減効果が低かった.このようなメ

タン発生軽減効果の差は土壌水と大気の交換,またそ

れに伴 う鉄 ･マンガンなどの酸化102･1吋程度が異なる

ことによると考えられる.つまりpFl.5以下の場合に

は,土壌中の粗大孔隙のみが排水され,そこに大気の

侵入が行われた状態であり,土壌と酸素の接触面積が

比較的少ないため酸化の程度も弱く,その効果も粗孔

隙部に局在 している.これに対 してpFl.8以上になる

と土壌中の細孔隙の毛管水の一部とも大気の交換が進

むため104),土壌酸化される表面積が拡大するととも

に,土層全体-及んだためと推察される.このように

適切な幼穂形成期前の間断港枚は中干し処理に近いメ

タン発生軽減効果が期待できる.しかし,そのために

は一定の落水強度が必要であり,その目安としては土

壌表面の亀裂がわずかに観察される程度,すなわち作

土の水分ポテンシャル (pF)が1.8以上に連する程度

と考えられる.ただし,落水による土壌酸化のばらつ

きも予想されることから,水稲栽培現場で間断濯概を

行 うためには,簡易で安定した土壌酸化程度の評価手

法が必要と考える.

水稲生育に関しては,中干し処理および間断港叔処

理により精玄米収量は高まる事例が多かったが,その

差は大きくなく,間断濯概強度の差も判然としなかっ

た (表23).これは,本試験で用いた上川農試圃場が,

排水良好な褐色低地土であったことから,落水後の土

壌酸化は比較的速やかであったためであると推察され

る.ゆえに,表面水排除のみで急速に土壌還元を緩和

し,有機物分解生成物による生育抑制を一定程度軽減

できた可能性を示唆すると考えられるが,この点につ

いて透排水条件の異なる圃場での確認が必要である.

また,白米タンパク質含有量に関しては,平年並みの

気象推移で低タンパク質であった1998年と気象が高温

に推移 してタンパク質含有量が高かった1999年とも中

干し処理および間断濯概で低下する傾向にあることか

ら,総じて中干しおよび間断港概は水稲生育と低タン

バク質米生産の観点から望ましいと考えられる.

出穂後の間断濯概に関しては,出穂後の間断濯概で

メタンフラックスの低下する場合も見られるが,幼穂

形成期前の処理と比較してメタン発生量に及ぼす影響

は小さかった.これは出穂後 (8月上旬)処理では有

機物分解のピークが過ぎていたことと,北海道では出

穂後の湛水期間が非常に短いことによる.つまり,北

海道の水稲栽培は収穫時の地耐力を得るために出穂後

2週目頃 (8月中旬)に湛水終了するのが一般的であ

り,そのため,出穂後の間断濯概は幼穂形成期前に実

施する間断濯概と比較して効果が小さいと考えられる.

次に,圃場の排水改良に関する観点から検討した.

既存の暗渠排水の施工は広く行われているが,土壌条

件 ･施工方法によってはその効果を十分に引き出せな

い場合や,局所的な改善が地表面全体の乾燥には不十

分な場合もある.本試験では,暗渠排水に対する新た

な補助工法である砂充填細清心土破砕 (砂心破)を開

発 し,細かい排水溝を圃場全体に密に形成することを

試みた.

今回は,暗渠に対して45度に斜交して施工しており,

暗渠管との連絡と施工作業の観点から一般的な補助暗

渠の施工と同様でよいと考えられる,施工には超々湿

地用のクローラ トラクターを用いていたので,高水分

の軟弱条件でも施工可能であった.しかし,一般的な

超湿地用クローラ程度でも,耕 うん ･収穫作業時の平

均地耐力 4kgf/cm之でも支障はないと考えられる.

強粘質な土壌での無材心破は,水稲作付けにより溝

の再連結が起こり,その排水機能の持続性について懸

念されるが,砂心破の充填溝は施工3-4作後にも十

分な排水機能を維持していた (図28).その結果,砂

心破処理区は,湛水期間の縦浸透量および暗渠排水量

が増加し,落水後の作土水分低下が認められた.排水

性の向上は,暖められた田面水の土壌-の浸透を促進

したと予想され,砂心破処理区では地温の上昇も認め

られた.特に,浸透水による酸素供給は,湛水期間の

土壌還元進行の緩和に有効であり,根圏環境の改善に

効果を示した.ただし,排水能および土壌乾燥等に関

しては施工間隔の差異 (1.2mおよび2.4m間隔)は判

然としなかった (表24).

水稲初期生育は,無施工区と比較して砂心破施工区

で優る傾向にあり,根重の増加にも効果が認められた

(表26).さらに,成熟期茎葉のケイ酸含有量やケイ酸

/窒素比も砂心破施工区で増加しており (表27),土壌

環境改善による根活力向上が生育後半まで,生育に対
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して良好な影響を与えたものと考えられる.水稲収量

に関しては,1- 8%程度の増収効果が得られた.し

かし,圃場排水機能と同様に,施工間隔による水稲生

育 ･収量の差異 (1.2mおよび2.4m間隔)は判然とせ

ず,ゆえに2.4m間隔の施工でも,十分な排水効果を

得られたものと判断する.このような速やかな地表水

排除と乾燥は,湛水期間の土壌還元を緩和すると同時

に,秋収穫後の稲わらすき込みなど有機物管理につい

ても作業を容易にすることから,実用場面のニーズに

合致するものであると考える.

類似 したものに,過去におけるモ ミガラ心破の報

告73･H'5,106'があり,増収効果が 1- 5%程度であったこ

とと比較すると,今回の砂′L礎の効果は同等以上であっ

たと考えられる.また,近年はモミガラの確保が困難

になってきていることからも,本施工方法はモミガラ

心破に替わる新たな補助工法として期待できる.

以上のように,北海道のような寒地水田において,

有機物 (特に稲わら残撞)施用が水稲の生育に及ぼす

影響は古くから重要な課題である.現行の技術体系に

おいて,稲わらを一時搬出して,堆肥化後に再度圃場

還元することは一般的ではないため,未熟残液が湛水

後に嫌気的分解されて,芳香族カルボン酸生成などに

より,水稲の初期生育を抑制しているものと推察され

る.これに対処するためには,前年収穫後～次年度湛

水までの低温条件下でいかに多く酸化的分解処理を進

めるかが重要となる.本試験からは,収穫後速やかに

作土表層に浅耕混和することが有効であり,その際に

は適当な窒素肥料および微生物資材の併用がさらに望

ましいと考えられた,また,湛水後の土壌還元を緩和

することも,水稲生育改善の観点から有効であり,幼

穂形成期前の間断濯概の実用性が高く,新たな圃場排

水技術として砂充填細清心土破砕 (砂心破)も有効で

あると判断した.
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第4章 白米タンパク質含有量の低下を目指 した窒素の合理的施肥法

4-1 既往の知見

1)基肥窒素施肥

北海道米の食味は ｢きらら397｣,｢ほしのゆめ｣な

どの良食味品種の育成と肥培管理技術の開発などによ

り大きく向上してきたが,白米タンパク質含有量は依

然高い 6).白米タンパク質含有量は高いほど食味評価

値が劣 り,米飯の粘性,弾性も低下する.この傾向は

白米タンパク質含有量85gkg~■以上で顕著であること

が報告されている川 ･107).食味官能試験では､タンパ

ク質含有量の差が 5g kgl以上で判別が可能であり,

logkg~1以上では明らかな差が認められるとの報告も

ある108).また,販売 ･流通 ･実需においては,生産

地域内における白米タンパク質含有量の変動幅の縮小

も求められている.

白米タンパク質含有量の変動は水稲の窒素吸収の影

響が大きく,水稲の窒素吸収量は施肥量と施肥法に関

係 している.水稲に対する窒素施肥技術は,これまで

に多くの研究が行われ,その中には重窒素を用いた施

肥窒素の利用率に関する報告もある109･‖D).これ らの

報告を見ると,特に,北海道における施肥窒素の利用

率は,全層施肥窒素(8g m ~2)の平均値が27-35%で

あった15).ただし,北海道の基肥施用技術は近年にな

り全層施肥以外に,表層施肥9899),側条施肥113-LIB)が開

発され指導 ･普及されてきた.具体的には表層施肥が

作土表層 0- 5cmに,側条施肥が株横 3cm,深さ3-

5cmの局所に条施する方法である117).これらは生育初

期の吸収が高く,生育の促進が求められる寒地稲作に

おいて重要な技術であるが,両施肥法とも土壌窒素肥

沃度の低い場合には生育後期の凋落も見られるため,

全層施肥との組み合わせ(全層+表層,全層+側条)が

推奨されている.ただし,これらの施肥技術は主に水

稲の安定多収を目的としており,白米タンパク質含有

量に及ぼす影響は未検討な点が多い.

2)追肥窒兼施肥

寒冷地の北海道では,冷害対策の観点から様々な窒

素追肥 ･分施技術が確立されてきた.幼穂形成期の窒

素追肥は,穂数や総籾数が増加するため高温年では有

効であるが】18--120),冷害年には不稔の発生が多く,む

しろ収量低下が懸念されること121),側条施肥との組

み合わせの場合に有効であること122'が 報告されてい

る.一方,追肥時期を幼穂形成期後 7日目にした場合

は穂数と-穂籾数をやや増加させる作用があり,倒伏

や無効分けつも小さく,気象条件の変動にも対応でき

ることから冷害時の影響も小さい.このため,基肥量

を8-9割に押さえて,残 り1割～2割は気象を見極

めて幼穂形成期後7日目に追肥することが昭和38年以

降の基本技術となっている38,122･123).また,止葉期 (莱

耳間長 0の茎が40-50%抽出した目,減数分裂期に相

当)の追肥は総籾数を増加させることなく登熟や千粒

重を高め,冷害年の安定生産に有利であることから,

中苗移植においては基準施肥量より少な目の基肥とし,

窒素 2gm~2程度の止葉期追肥が普及されている118･'19)

このように,北海道において幼穂形成期後 7日目の

追肥と止葉期の追肥技術は普及 しているが,これは主

に安定 ･多収を目的としていた.過去の報告から,北

海道における幼穂形成期追肥窒素の利用率は高温年で

50%,低温年で30-40%であったが,基肥窒素の利用

率より明らかに高かった15)とされる.これに対し,本

州における追肥窒素の利用率は移植直後の追肥で3-

18%,穂肥で30-84%,実肥で51-74%であり,年次

により大きな変動も認められている124'が,通覧する

と本州各県の追肥窒素利用率は北海道の事例より高い

傾向にある.また,東北において幼穂形成期から穂揃

期にかけての追肥は,吸収 した窒素の65-80%が玄米

に移行することが認められ,穂揃期に近いほど玄米に

移行する割合が高まった16).穂揃期前後の追肥では穂

の窒素保有量の58-74%程度が追肥後に吸収された窒

素であり,無追肥のものよりも白米タンパク質含有量

が高く,食味の低下が認められた】25). しかし,北海

道のような寒地水稲の生育全般にわたる追肥時期と吸

収された施肥窒素の分配,白米タンパク質含有量の関

係については十分な検討がされていない.また,これ

までの報告では追肥窒素の穂および玄米-の移行につ

いて報告されているが,白米タンパク質含有量に対す

る影響を解析するうえでは窒素の白米-の移行 ･集積

の検討が重要であり,このため重窒素標識窒素を トレー

サーとして用いることが有効である.

4-2 実額方法および結果

4-2-1 窒素の施肥法別利用率と各器官への分配

実挨方法

1)供試圃場および栽培概要
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試験は1991年～1993年に北海道旭川市永山の上川農

業試験場水田(腐植質褐色低地土)で実施した.作土の

土色は暗灰,土性がCL,化学性は全炭素含量 :64.6g

kg~1,全窒素含量 :4.9gkg-I,CEC:27.4cmolckgl,

pH(H20):5.8であり,60cm以下に砂凍層が出現する排

水良好な土壌である.試験区は 1連制で水田圃場内に

木枠を組み,木枠の左右 2カ所には幅 5cm程度の穴を

設け,代かき時以外は田面水を枠外と連絡させた.読

験規模は1.2m3(1.2mXl.Om)で実施した.

供試品種は北海道の奨励品種である ｢きらら397｣

を用いた.中苗箱マット苗を用いて条間30cm,株間12

cmで, 8株×4列-32株を手植え(4本植)した.移植

は1991年で5月21日,1992年で5月21日,止菓期 (莱

耳間長 0の茎が40-50%抽出した日,減数分裂期に相

当)は1991年で7月21日,1992年で7月24日,成熟期

は1991年で9月18日,1992年で9月28日であった,棉

わらは毎年圃場から搬出し,水管理は移植から8月上

旬まで連続湛水した.

2)窒素施肥法と施肥量

窒素は硫安を用いて全量全層施肥,全層+表層施肥

および全層+側粂施肥を行い,全量全層施肥および全

層と組み合わせた.表層,側粂施肥分の窒素には重窒

素標識硫安を用いた.全量全層施肥処理では施肥窒素

量 0,4,8,12,16gm~2区を設け,全層+表層施肥

および全層+側粂施肥処理では全量全層 8gm~2区を

標準として,全層 4gm~2+表層 4gm~2(以下,全層+

表層区),全層 4gm~2+側粂 4gm~2(以下,全層+側

粂区)で施肥 した.重窒素標識硫安の重窒素濃度は,

全量全層4gm~2区と表層および側粂施肥では7.12atom

%,全量全層 8,12,16gm~2区では4.13atom%のも

のを用いた.リン酸(P205)とカリ(K20)はPK化成肥料で

各々8gmJ2となるように全量全層施肥で与えた.

全層施肥は耕起時に施用し,深さ15cmまで混和した.

表層施肥は代かき後に落水し,表面施用してから深さ

5cmを目安に土壌と混和した.側粂施肥は代かき後に

落水し,稲株の横 3cm,深さ5cmの溝を作って施用し

た.

3)調査分析方法

各処理の茎葉分析用試料として,止葉期に試敦枠の

4列目の8株の茎数,成熟期には試敦区の枠内2列目

に位置する8株の穂数を調査し,その中から中庸な株

(止菓期 2株,成熟期 3株)を抜き取った.成熟期のサ

ンプルは梓,葉鞘,菓身,穂に区分し,穂以外の画分

を70℃で乾燥,粉砕 した.全窒素の定量はケルダール

法によった.また,重窒素の定量は硫酸を受液として

ケルダール法により蒸留,受液をホットプレー ト上で

濃縮 したものを,昭光通商㈱に分析依頼 した.分析に

は質量分析計126)(日立RMI12型)を用いて定量した.

穂部は試料と別に枠内から20株を収穫し,脱穀 して

稲わらと籾の重量を測定した.その後,籾摺りをして

籾殻と玄米に分画し,この玄米重と栽植密度から収量

を算出した.さらに,得られた玄米は鴇精歩合90%に

なるように設定した小型精米機(ケット社,パーレス

ト)を用い,糠 と白米に分画した.これらを茎葉と同

様に乾燥,粉砕,分析した.これにより得られた吸収

窒素量の施肥窒素量に対する割合を施肥窒素の利用率,

吸収された総施肥室素量に占める各器官の比率を吸収

された施肥窒素の分配率とした.

分析用の抜き取り調査および収樺調査では,地際刈

りとして地上部のみを取り扱い,地中の茎部および根

は圃場に残留した.成熟期の茎葉部の窒素吸収量の算

出には,茎葉試料の梓,葉鞘,菓身乾物重の比率を,

脱穀により得られた稲わらの乾物重に掛け合わせて得

られた換算重量を用いた.穂部ゐ場合は,脱穀後に得

られた各画分の乾物重を用いた.また,白米タンパク

質含有量は白米中の窒素含有量に5.95を乗じて乾物当

たりで示した.

実倹結果

1)全量全層施肥における窒素量別の窒素利用率およ

び各器官-の分配

試験は1991年と1992年の2カ年で行ったが,両年と

もほぼ同様の傾向にあったので,本報では主に平均値

を用いて検討する.成熟期の総窒素吸収量は施肥窒素

量に伴って増加し,2カ年平均で最低の全量全層 4g

mlZ区が9.98gm~2,最高の16gm12区が16.4gm~2であっ

た (表29).また,ogm~2区における成熟期の総窒素

吸収量は6.52gm~2であった.重窒素分析により得ら

れた成熟期の施肥窒素吸収量も施肥窒素量に伴って増

加 し,2カ年平均で最低の全量全層 4gmt2区が1.ヨog

m~2.最高の16gm~2区が6,58gmtZとなった (表29).

成熟期の総窒素吸収量から施肥窒素吸収量を差し引い

た土壌由来の窒素吸収量は,若干であり有意な差では

ないことが多いものの,施肥量に伴って増加する傾向

にあった.

成熟期の窒素吸収量に占める施肥由来窒素の割合は

2カ年平均で4gm2区が13.0%.8gmー2区が24.3%,

12gm2区が32.6%,16gmL2区が40.1%であり,施肥

窒素量の増加に伴って直線的に高まった(表29).同様
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表29.窒素吸収に及ぼす窒素施用量および施肥位置の影響

全量全層区
施肥窒素量 (gm~2)

(o) (4) (8) (12) (16)

全層+表層区 全層+側粂区
(gm~2) (gm~2)

全4+義(4) 全4+側(4)

成熟期窒素吸収量 A(gm~2) 6.52a 9.98ab ll.7ab 13.9bc 16.4c 10.7ab 12.3bc

成熟期施肥窒素吸収量 B(gm2) 1.30a 2.84b 4.52C 6.58d 0.95a 1.48a

土壌由来の窒素吸収量 (A-B) 6.52a 8.68ab 8.81ab 9.35ab 9.84b

成熟期窒素吸収量に占める
施肥由来窒素の割合 (%)

13.0a 24.3b 32.6C 40.1d

施肥窒素の利用率 (%) 32,4ab 35.5ab 37.7ab 41.2b 23.8a 37.Oab

成熟期は1991年 :9月18日,1992年 :9月28日
施肥窒素の吸収量および利用率は ( )内の施肥窒素を対象とする
1991年,1992年の平均値
各項目における異なる英小文字は,Tukey-Kramertestにより5%水準で有意差があることを示す
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図31.吸収された施肥窒素の各器官への分配率
1991年,1992年の平均値.
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表30.窒素施用tおよび施肥位置が収t構成要素に及ぼす影響

に,施肥窒素の利用率も2カ年平均で 4gm2区が32.

4%,8gm~2区が35.5%, 12g m-2区が37.7%,16g

m~2区が41.2%であり,施肥窒素量の増加 に伴って高

まる傾向にあった.

水稲に吸収 された施肥窒素の各器官-の分配率を図

に示 した (図31).茎葉 (菓身,葉鞘,秤)の分配率は,

施肥窒素量の増加に伴って高まったが,白米-の分配

率は施肥窒素量の増加に伴って低下 した,北海道にお

ける施肥窒素量は概ね 8-9g mr2程度であるが59),本

試験の 8g m-2区の分配率でみ ると,葉身18.1%,莱

鞘8.6%,梓9.8%,籾殻4.9%,糠 13.2%,白米45.4

%であ り,菓身合計が36.5%に対 し,穂部が63.5% と

大きかった.

白米タンパク質含有量については有意な差ではない

が,最低が 4gm~2区71.8gkg-I,最高が16gm~2区84.9

gkg~1であり,Ogm~2区の73.6gkg~1を除いて全層施肥

窒素量の増加 に伴って高まった (表30).また,2カ

し

全量全層区
施肥窒素量 (gmlZ)

(o) (4) (8) (12) (16)

全層+表層区 全層+側粂区
(gm~2) (gm~2)

全4+秦(4) 全4+側(4)

総籾数 (×1000粒 m~2)

千粒重 (g)

不稔歩合 (%)

稔実籾数 A (×1000粒 m~Z)

精玄米収量 (gmr2)

白米-分配された施肥窒素吸収量 B
(gm~2)

白米当たりに分配された施肥窒素量
B/A (1000粒当たりの窒素mg)

白米タンパク質含有量 (gkg~1)

14.7a 24.2ab 29.5ab 37.4b 38.7b

22.3a 21.Iab 21.0ab 20.5b 20.2b

4.9a 6,7a 15.7b 17.4b 33.3c

14.0a 22.6ab 24.9ab 30.9b 25.阜ab

299a 448a 510a 549a 525a

O.64ab 1.29bc 2,04cd 2.60d

28.4ab 51.5bc 66.2c 100.8d

73.6a 71.8a 73.8a 78.1a 84.9a

24.7ab 31.3b

21.1ab 20.gab

10.0ab ll.5ab

22.2ab 27.8ab

452a 517a

0.41a 0.60ab

18.4a 21.9a

69.9a 71.4a

施肥窒素の吸収量および利用率は ( )内の施肥窒素を対象とする.
1991年,1992年の平均値
各項目における異なる英小文字は,Tukey-Kramertestにより5%水準で有意差があることを示す
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年平均の精玄米収量は Ogmー2区が299gm~2と最も低

く,4gm~2区～12gm~2区は施肥窒素量に伴って増加

し,16gm~2区では12gm~2区と比較して若干減少した

(表30).収量構成要素を見ると,総籾数と不稔歩合は

施肥窒素量に従って増加し,反対に千粒重は低下した.

特に,16gm-2区では不稔歩合の増加が顕著だった.

また,白米当たりの分配施肥窒素量 (1000粒当たりの

吸収施肥窒素mg)は,施肥量の増加に伴って顕著に高

まった.

2)施肥法別の窒素利用率および各器官-の分配

成熟期の総窒素吸収量は2カ年平均で全層+表層区

が10,7gm~2,全層+側条区が12.3gm~2,重窒素分析

により得られた表層および側条に施用された施肥窒素

(4gmー2)の吸収量は全層+表層区が0.95gm~2,全層

+側条区が1.48gm~2であった(表29).

表層および側条に施用された施肥窒素(4gm~2)の

2カ年平均の利用率は全層+表層区が23.8%,全層+

側粂区が37.0%であり,全量全層区4gmー2区および

全量全層 8gm~2区と比較して全層+表層区で低 く,

全層+側条で同程度または高い傾向にあった.

寒冷な北海道では水稲の生育が遅く,最高分けつ期

は幼穂形成期以降に現れ,その後止葉期頃までに形成

された穎花の退化が起こるとされる119).穎花の退化

防止は窒素含有量と相関があり,止葉期までの窒素吸

収が総籾数の確保に重要であることから,1992年の試

験では止葉期以前と以降における施肥法別の窒素吸収

についても検討した.表層および側条施肥の窒素吸収

は全てが止葉期前であるのに対して,全層施肥では止

葉期以降でも施肥窒素の吸収が行われていた(図32).
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止葉期以降の施肥窒素の吸収は,全層施肥窒素量が多

いほど増加 した.止葉期以前の総窒素吸収量 (施肥由

来と施肥由来以外の加算)は全層+側粂区で全量全層

8g m~2区より多かった.

1991年と1992年の2カ年平均の吸収された表層およ

び側条施肥窒素の茎葉-の分配率は,全層+表層区が

36.5%,全層+側条区が43,4%であり,全量全層 8g

m~2区の36.5%の場合と比較して全層+側粂区で高かっ

た(図31).さらに茎葉を区分すると,全量全層 8g

m~2区と比較 して,特に全層+側粂区で葉鞘-の分配

が高かった.白米-の分配率は,全量全層 8gm~2区

が45.4%であるのに対して,全層+表層区が43.0%,

全層+側粂区が40.5%となり,特に全層+側条区では

穂部および白米-の窒素の移行が少なかった (図31).

2カ年平均の白米タンパク質含有量は全層+表層区

が69.9gkg~1,全層+側粂区が71.4gkg~1であり,総施

肥量が同等である 全量全層施肥8gm~2区よりも低かっ

た (表30).収量構成要素を見ると,総籾数は全層+

側粂区>全量全層施肥 8gm~2区>全層+表層区の順

であり,不稔歩合は全量全層施肥 8gm~2区が全層+

側条区や全層+表層区より高く,精玄米収量は全層+

側粂区≒全量全層施肥 8gm-2区>全層+表層区の順

であった,

4-2-2 追肥窒素の時期別利用率と各器官への分

配

実験方法

1)供試圃場の特徴と栽培概要

試験は1994年～1995年に上川農業試験場水田(上州

図32.時期別の吸収窒素量
1992年の分析値.
施肥窒素の吸収量は( )内の施肥窒素を対象とした.

全層+表層区および全層+側粂区では,｢施肥由来以外の窒素吸収量｣に全層施肥窒素 4g分が含まれる
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郡比布町)で実施 した.圃場は褐色低地土で,作土の

上色は黄褐色,土性がSCL,全炭素含量 :12.6gkg~1,

全窒素含量 :1.5gkg▲,CEC:13.2cmol｡kg∴ pH(Hか):

6.1,可給態窒素(30℃, 4週間湛水培養法):70mg

kg▲であり,基盤整地時の圧密により作土下の撤密度

が少 し高いものの,排水性は比較的良好である.

試験は水田圃場を波板によって区切った.試験区は

1連制,試験規模は1.44m2(1.2mX1.2m)で行った.

供試品種は北海道の奨励品種である ｢きらら397｣を

用いた.枠内には中苗箱マッ ト苗を用いて条間30cm,

株間12cmで,10株 ×4列-40株を手植 え (4本植)し

た.波板の左右 2カ所には幅 5cm程度の隙間を設け,

代かき時および追肥時以外は田面水を枠外と連絡させ,

移植から8月上旬まで連続湛水 した.追肥の際には,

追肥時～追肥後 1週間程度隙間をふさぎ,田面が露出

しない程度にバケツで用水を与えた.稲わらは毎年圃

場から搬出した.

2)窒素施肥

基肥窒素は非標識硫安を用いて全層基肥 3水準

(1994年は窒素 4,8,12gm-2,1995年は窒素 6,8,

logm~2)で施用 し,これに追肥を組み合わせた,本試

験では,北海道における施肥窒素量 (追肥含む)が概

ね 8-9gm-2程度 38,59)であることから,8gmJZを基肥

の標準と考えて処理 した,追肥は幼穂形成期,幼穂形

成期後 7日目(1995年のみ),止葉期,出穂期,出穂期

後10日目,出穂期後20日目,出穂期後30日目,出穂期

後40日目に追肥時期を変えて各 1回ずつ重窒素標織硫

安を用いて窒素 2gmrZ施用 した.重窒素標織硫安は

重窒素の濃度が1994年で7.03atom%,1995年で7.22
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atom%のものを用いた,1995年は,基肥窒素のみの無

追肥処理区を設けた. リン酸 (pzo5)とカ リ(K20)は各

年 ともPK化成肥料で各々 8gm2となるように全量全

層施肥で与えた.

3)調査分析方法

各処理に関する茎葉分析用試料は,成熟期に試験区

の枠内中央部から8株の穂数を調査 し,その中から中

庸な3株を採取 した.これを梓 ･菓鞘,菓身,穂に区

分 した.試料の分析方法は,4-2-1に準 じて行っ

た.

茎葉部の窒素吸収量の算出には,茎葉分析用試料の

梓 ･葉鞘,菓身乾物重の比率を,脱穀により得られた

稲わらの乾物重に掛け合わせ,これで得 られた稗 ･菓

鞘 と菓身の換算乾物重量を用いた.穂部は,脱穀で得

られた籾の乾物重を用いた.本試験では,(追肥窒素

由来の総吸収窒素量)/ (追肥窒素量)×100を追肥窒素

の利用率 とし, (各部位 に吸収 された追肥窒素量)/

(追肥窒素由来の総吸収窒素量)×100として得 られる

部位別の割合を吸収追肥窒素の各器官-の分配率とす

る.また,(追肥窒素由来の白米吸収窒素量)/ (追肥

窒素量)×100を白米利用率,(追肥窒素由来の白米吸

収窒素量)/(白米の総吸収窒素量)×100を白米窒素中

の追肥由来の窒素比率として記述する.

実検結果

1)追肥 した窒素の利用率

基肥窒素量の異なる条件において,追肥時期が異な

る場合の追肥窒素の利用率について検討 した (図33).

幼穂形成期～出穂期の追肥窒素の利用率は,基肥窒素
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図33.追肥時期と追肥窒素の利用率の関係 (1995年)
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表31.全膚基肥皇素量を異にした追肥窒素の各器官への分配 (%)(1995年)

追肥処理時期

全層基肥窒素量 全層基肥窒素量 全層基肥窒素量
6gmー2 8grnー2 10gm~2

梓 ･葉鞘 葉 穂 梓 ･葉鞘 美 穂 梓 ･薫鞘 美 穂

幼穂形成期

幼穂形成期後7日目

止葉期 ′

出穂期

出穂期後10日目

出穂期後20日目

出穂期後30日目

出穂期後40日日

29.4 21.1 49.5

29.2 20.5 50.3

28.6 16.2 55.2

21.8 13.3 64.9

25.8 16.4 57,8

33.7 16.6 49.7

39.0 24.5 36.6

79.2 7.6 13.2

31.1 23.0 45.9

28.5 22.0 49.5

21.2 14.5 64.3

28.5 16.4 55.1

24.2 11.3 64.5

22.5 10.5 67.0

34.5 14.5 51.0

56.6 17.7 25.7

41.7 22.8 35.5

24.7 22.2 53.1

25.6 22.9 51,5

27.6 17.1 55.2

23.9 11.8 64.2

16.0 9.8 74.2

18.7 11,3 70.0

48.8 15.1 36.0

logm-2区>8gm~2区>6gmー2区の順であったが,出

穂期後20日日以降の追肥では基肥窒素 6gm~2区が 8g

m~2区と10gmー2区に勝っていた.慣行的な追肥ステー

ジで比較すると,幼穂形成期追肥が基肥窒素 6gm~2

区で45.1%,基肥窒素 8gm~2区で55,7%,基肥窒素

logm~2区で77.2%,幼穂形成期後 7日目追肥が基肥

窒素 6gm~2区で48.4%,基肥窒素 8gm~2区で56.3%,

基肥窒素10gm~ヱ区で72.0%.止菓期追肥が基肥窒素

6gmr2区で53.4%,基肥窒素 8gm~2区で55.2%,塞

肥窒素10gm~2区で84.5% となった.基肥窒素 6gm~2

区の利用率は追肥時期が出穂期に近くなるほど高くな

り,出穂後10日目がピークとなった.基肥窒素 8g

mー2区では出穂期にピークを示すものの幼穂形成期～

出穂期の利用率は概ね同等であり,基肥窒素10gmL2

区では止葉期にピークを示した.

(
%

)

浄

Eyr
l
什
米

皿

e

礁
榊
聖
甥

0

0

4

3

0

0

2

2)追肥した窒素の水稲各器官-の分配

ここでは主に追肥が行われる幼穂形成期～出穂期に

おける追肥窒素の水稲各器官-の分配率を検討した.

穂-の分配率は基肥量によって異なるものの出穂期追

肥(55.1-64.9%,平均58.4%)≧止葉期追肥 (51.5-

64.3%,平均57.0%)>幼穂形成期後 7日目追肥(49.5

-53.1%,平均51.0%)>幼穂形成期追肥(35.5-49.5

%,43.6%)の順に高かった (表31).徳-の分配率の

推移を見ると,全層基肥窒素量 6gm~2では出穂期が,

基肥窒素 8gm-2区と基肥窒素10gm-2区では出穂期後

20日日追肥をピークとして,以降で低下した.また,

基肥窒素 6gm~2区と基肥窒素 8gmー2区では,穂部-

の分配がピークの以降速やかに低下するのに対して,

基肥窒素10gm~2区では出穂期後30日日追肥まで高い

水準にあった.

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

(出穂期を基準にした移植後 目数)

追肥時期

図34.追肥時期と追肥窒素の白米利用率のBZl係
全層基肥窒素は 8gm~2施用 した.
出穂期 (1994年 :7月28El.1995年 :8月2日)を基準とした

主な生育ステージは 幼稚形成期 :-24日 (1994年).-28日 (1995年)
止 兼 期 :-7日 (1994年),-11日 (1995年)

成 熟 期 :十46日 (1994年),+55日 (1995年)
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表32.全層基肥皇兼量と追肥皇兼が皇兼吸収に及ぼす影響

追肥処理時期
全層基肥 成熟期 白米利用率 白米窒素中
空素量 窒素吸収量 の追肥由来

の窒素比率
gm~2 gm~Z % %

全層基肥 成熟期 白米利用率 白米窒素中
量素量 窒素吸収量 の追肥由来

の窒素比率
gm~Z gm~2 % %

幼穂形成期 4

幼穂形成期後7日目

止菓期 4

出穂期 4

出穂期後10日目 4

出穂期後20日目 4

出穂期後30日目 4

出穂期後40日目 4

9,2 22.3 9.2

9,4 29.6 11.6

8.7 28.8 12.1

8.5 24.7 11.2

8.8 21.4 9.4

8.2 14.2 6.7

8.7 8.9 4.1

6. 10.3 19.4 8.7

6 10.7 20.5 8.9

6 11.3 25.3 10.4

6 10.4 30,7 13.3

6 10.2 29,3 13.6

6 10.4 18.9 8.9

6 10.3 10.3 5.0

6 9.7 3.1 1.8

幼穂形成期

幼穂形成期後7日目

止葉期

出穂期

出穂期後10日目

出穂期後20日目

出穂期後30日目

出穂期後40日目

8 10.1 19.3 7.6

8 10.2 26.8 10,5

8 10.5 29.8 11.0

8 10.5 31.4 12.4

8 10.4 21.1 8.2

8 10.5 18.9 7.3

8 9.2 11.5 5,3

8 12.5 22.4 8.2

8 13.2 24.5 8.4

8 13.5 31.1 9.8

8 13.0 28.2 10.3

8 12.8 27.9 10.5

8 12.6 20.9 7.8

8 12.0 8.0 3.1

8 11.9 2.7 1.1

幼穂形成期

幼穂形成期後7日目

止葉期

出穂期

出穂期後10日目

出穂期後20日目

出穂期後30日目

出穂期後40日目

12 13.1 17.0 5.7
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10 13.9

10 14.3

10 14.2

10 13,8

10 13,5

10 13.9

10 13.1

22.6 8.4

32.4 10.4

37.1 11.6

33.0 11.6

37.2 13.5

19.4 7.3

15.4 5.4

7.5 2.6

3)追肥した窒素の白米利用率

1994と1995年に行った基肥窒素 8gm~2区に追肥 し

た結果を見ると,追肥窒素の白米利用率は1994年で出

穂期後10日目追肥,1995年で止菓期追肥が最も高くな

る山型を示した (図34).全層基肥窒素量の増加に伴っ

て成熟期の窒素吸収量は明らかに増加 していたが,必

ずしも白米利用率は増加 しなかった(表32).主な生育

ステージにおける基肥窒素量3水準の白米利用率は幼

穂形成期追肥が1994年で17.0-22.3%,1995年で19.4

-22.6%,幼穂形成期 7日目追肥が1995年で20.5-

32.4%,止菓期追肥が1994年で25.5-29.6%,1995年

で25.3-37.1%,出穂期追肥が1994年で26.2-29.8%,

1995年で28.2-33.0%,出穂期後10日目追肥が1994年

で24.7-31.4%,1995年で27.9-37.2%に分布 し,塞

肥量に関わらず出穂期後10日日追肥≒出穂期追肥≒止

葉期追肥>幼穂形成期 7日目追肥>幼穂形成期追肥と

なった(表32).

白米に蓄積された窒素中の追肥由来の窒素比率を検

討したところ,出穂期～出穂期後10日目の追肥が最も

高く,日米中窒素のほぼ 1割以上が出穂期～出穂期後

10日目の追肥窒素由来であった (表32).それ以降の

追肥では,追肥由来の窒素比率が急速に低下していた

が,基肥量との間に一定の傾向は認められなかった.

4)白米タンパク質含有量に対する追肥時期の影響

白米タンパク質含有量は,基肥窒素量の増加に伴っ

て高まる傾向にあった (表33).追肥時期の比較では,

各基肥窒素量とも生育ステージの進行に伴って上昇し,

止葉期～出穂期後10日目をピークにそれ以降で低下し

た.出穂期後10日目追肥以前の生育ステージの比較で

は,概ね出穂期後10日日≒出穂期≒止菓期>幼穂形成

期後7日目>幼穂形成期であった (表33).また,1995

年の全層基肥窒素区(無追肥)における白米タンパク質

含有量は,基肥窒素 6gm 2区が61gkg∴基肥窒素8g
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表33.全膚基肥皇素量と追肥窒素が収量および白米タンパク質含有量に及ぼす影響

追肥処理時期
全層基肥 総籾数
窒素量

×1000粒
gm~2 m~2

精玄米 白米
収量 タンパク質

含有量
gm~z gkgLl

全層基肥 総籾数 精玄米
窒素量 収量

×1000粒
gm~2 m~2 gn~2

白米
タンパク質
含有量
gkg-1

幼穂形成期

幼穂形成期後7日目

止菓期

出穂期

出穂期後10日目

出穂期後20日目

出穂期後30日目

出穂期後40日目

4 29.9 547 62

4 23.7 510 67

4 22.5 487 67

4 23.9 487 6 7

4 24.2 502

4 23.1 478

4 22.2 461

6

3

2

6

6

6

6 33.6 611 64

6 35.4 613 67

6 30.9 586 70

6 28,8

6 28,3

6 27.5

6 29.7

6 29.2

5

8

9

2

4

4

2

9

4

5

5

5

4

5

5

3

0

Q
U

6

5

7

7

6

6

6

幼穂形成期

幼穂形成期後7日目

止菓期

出穂期

出穂期後10日目

出穂期後20日目

出穂期後30日目

出穂期後40日目

8 32.3 593

8 28.7 576

8 29.6 584

8 28.7 577

8 29.3 579

8 28.5 573

8 28.6 570

62

一

68

68

68

64

64

62

8 40.3 7

1

5

8

3

1

2

4

5

4

1

1

1

3

6

6

6

6

6

6

6

8 35.0 629

8

9

4

6

4

3

9

0

6

6

7

7

7

7

6

7

幼穂形成期 12 42.9 653

幼穂形成期後7日目

止葉期 12 38.7 654

出穂期 12 38.5 650

出穂期後10日目 12 36.6 653

出穂期後20日目 12 34.3 608

65

一

74

77

76

68

出穂期後30日日 12 33.4 642 68

出穂期後40日日 12 32.6 603 61

10 41.7 621

10 39.2 620

10 36.7 632

10 36.8 603

10 36.4 602

10 36.8 626

7

2

9

9

7

5

6

7

7

7

7

7

10 36.5 599 74

10 36.9 606 72

基肥窒素量別の

平均値

4 24.2a 496a 65a

8 29,4b 579b 65a

12 36.7C 638C 70a

6 30.4a 560a 68a

8 36.0b 631b 72ab

lO 37.6b 614b 74b

精玄米収量には,筋目1.90mmを使用した.
生育各ステージの平均値の異なる英小文字は,全層基肥窒素施肥量別におけるTukey-Kranertestにより5%水準で有意差があ
ることを示す.

m~2区が66gkg~1,基肥窒素10gmL2区が67gkgートであっ

た (図表省略).

白米当たりに分配された追肥窒素量 (1000粒当た

りの窒素mg) を見ると,2カ年 とも止葉期～出穂期

後10日目の追肥をピークにした山型を示した (図35).

詳細に見ると標準施肥量である基肥窒素 8gm-2区は,

幼穂形成期追肥が1994年で11.9mg,1995年で11.2mg,

幼穂形成期後 7日目追肥が1995年で12.6mgであるのに

対して,止葉期追肥が1994年で18.7mg,1995年で17.5

mg,出穂期追肥が1994年で20.1mg,1995年で16.6mg,

出穂期後10日目追肥が1994年で21.9mg,1995年で16.2

mgとなり,止菓期～出穂期後10日目で明らかに高かっ

た.基肥窒素量との関係では1994年で,基肥窒素 4g

mー2区>基肥窒素 8g m~2区>基肥窒素12gm 2区のよ

うに,基肥窒素量が少ないほど白米当たりに分配され

る追肥窒素量が増加 した.これに対して1995年は,塞

肥窒素量の影響が判然としなかった.

5)収量に対する追肥時期の影響

総籾数は基肥窒素量の増加に伴って増加 した.各生

育ステージの追肥が総籾数に及ぼす影響を見ると,総

籾数は基肥窒素量に関わりなく,幼穂形成期～幼穂形

成期後 7日目の追肥で増加 した (表33).出穂期以降

の追肥では,総籾数に与える影響は判然としなかった.

精玄米収量についても総籾数の増加を反映しており,

1994年は基肥窒素量の増加に伴って増加 したが,1995

年の基肥窒素 8g m~2区は,有意な差ではないが基肥

窒素10gm~2区より勝っていた.追肥時期 との関係を

見ると,幼穂形成期≒幼穂形成期後 7日目追肥>止葉

期追肥≧出穂期追肥>出穂期後10日日以降の順に高かっ

た.
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図35.追肥時期と白米当たりの分配追肥皇兼量の関係
生育ステージについては図34を参照.

4-2-3 白米タンパク質含有量に対する止葉期追

肥の影響

美浜方法

1995年に旭川周辺の農家圃場 8カ所において止葉期

の窒素追肥試験を行った.土壌型は褐色低地土6カ所.

灰色低地土 1カ所,グライ低地土 1カ所で,栽植密度

は18.6-27.3mlであった,基肥窒素施肥量が7.5-12,8

g m~2であった圃場に.重窒素標識硫安を用いて止葉

期に窒素 2gm~2の追肥を行った.重窒素標識硫安は

重窒素の濃度が5.09atom%のものを用いた.調査分析

方法は4-2-2に準ずる.

実挨結果

窒素吸収量は茎葉および穂 ともに増加 したが,特に

穂での増加が大きかった (表34).精玄米収量は一部

で増収する事例もあったが,止葉期追肥による増収効

果は平均13gm~2であり,追肥な しと比較 して有意な

差ではなかった.これに対 して白米タンパク質含有量

は追肥によって明らかに増加 し,追肥なしと比較 して

平均で8.4gkg~1の差があり,これは t検定で 5%水準

の有意差であった.止葉期追肥が精玄米収量と白米タ

ンパク質含有量の増減に及ぼす影響を個々の圃場でみ

た場合,精玄米収量が顕著に増加 したのは 1筆のみで

表34.農家圃場における止集期追肥が白米タンパク質含有率に及ぼす影響

精玄米収量 茎葉部の 穂部の 追肥窒素
止薬期追肥 窒素吸収量 窒素吸収量 の利用率

(gm2) (gml) (gm~2) (%)

なし 535(75)a 3.03(0.58)a 6.29(I.04)

追肥窒素の 白米タンパク質
白米利用率 含有量

(%) (gkg~L)

63.9(3.9)a

あり 549(58)a 3.38(0.54)a 6.96(0.73)a 58.9(8.2) 35.3(2,6) 72.3(6.2)b

括弧内の数値は標準偏差
各項目における異なる英小文字は,Tukey-Kramertestにより5%水準で有意差があることを示す
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図36.止兼期追肥が精玄米収tと白米タンパク質含有量の増
減に及ぼす影響
各現地農家庫l境の無追肥区の精玄米収量および白米タンパク質
含有を基準として,止菓期の追肥区における精玄米収量および
白米タンパク質含有量の増減を示した.

あり,その際は同時に白米タンパク質含有量も明らか

に高まった (図36).農家圃場試験 8カ所における追

肥窒素の利用率は平均値58.9%,白米利用率は平均値

35.3%であった (表34).

4-2-4 施肥窒素の水田土壌中における経年的消

長

実頼方法

供試圃場および栽培概要,試験処理は4-2-1に

準ずる.1991年に重窒素標識硫安を用いた施肥の処理

を行った圃場において,1992年と1993年に同様の施肥

を非標識硫安で行い,初年 目に施肥した窒素の残効を

調査 した.1993年の移植は5月20日,止葉期 (菓耳間

長 0の茎が40-50%抽出した日,減数分裂期に相当)

は7月27日,成熟期は1993年:10月4日であった.

分析方法も4-2-1に準ずる.収穫後に枠内の作

表35.施肥窒素の利用串と土壌残存および消失の軽年推移

土(深さ0-15cm)の土壌を採取 ･風乾した後,ケルダー

ル法34)により全窒素を分析 し,重窒素についても硫酸

分解液を用いて作物体と同様に処理 した後,分析依頼

した.これにより得られた窒素を土壌残存窒素とし,

施肥窒素から水稲吸収窒素と土壌残存窒素を差し引い

た値を消失窒素(脱窒,溶脱,流失の合計)として取り

扱った.

実演轄果

施肥初年目(1991年)における施肥窒素の利用率は,

各区で異なるが24.0-44.3%の範囲にあった(表35).

その後,本試鼓では1991年の試験区と同様の処理を3

カ年にわたって継続栽培 し,初年 目に施肥された窒素

の追跡を試みた.

2年 目(1992年)では全量全層区(4,8,12,16gm~2区)

で2.9-4.1%,全層+表層区で2.7%,全層+側粂区

で2.5%であった (表35).3年目(1993年)には各区と

も2%以下となった. 3カ年間を合計した施肥窒素利

用率は全量全層区(4,8,12,16gmー2区)で41.9-48.6%,

全層+表層区で27.7%,全層+側粂区で46.2%であっ

た.

土壌に残存 した施肥窒素について見ると,初年目の

収穫後には全量全層16gm-2区を除いて施肥窒素の30

%以上が土壌に残存 していた(表35).その後 2年目,

3年目と減少 したが,3年 目終了後においても全量全

層区で17.0-26.2%,全層+表層区で13.3%,全層+

側粂区で13.5%が土壌に残存 していた.差 し引き法に

よる消失窒素の年次累積は全量全層施肥で施肥初年目

に16.0-29.9%,2年目に26.5-38.2%,3年日に31.

9-38.8%と増加 した.表層施肥の消失窒素は施肥初

年目に42.9%と多いが,2年目の増加は少なく48.8%,

3年 目は59.0%になった.側条施肥は初年目の消失窒

施肥窒素の利用率 施肥窒素の土壌残存率 差し引き法による消失窒素率
A B (100-年次累積A一当年B)

% % %
1年目 2年目 3年目 合計 1年目 2年目 3年目 1年目 2年目 3年目

全量全層区 (4) 36.0 4.1 1.8 41.9 48.0 33.4 26.2 16.0 26.5 31.9

(8) 35,5 4.0 1.8 41.3 37.1 22.3 19.9 27.4 38.2 38.8

(12) 39.2 2.9 1.6 43.7 33.5 25.9 18.0 27.3 32.0 38.3

(16) 44.3 3.0 1.3 48.6 25.8 17.0 17.0 29,9 35.7 34.4

全層+表層区 全4+義(4) 24.0 2.7 1.0 27.7 33.1 24.5 13.3 42.9 48.8 59.0

全層+側条区 全4+価(4) 41.7 2.5 2.0 46.2 45.0 20.9 13.5 13.3 34.9 40.3

施肥窒素の利用率および土壌残存窒素は ( )内の施肥窒素を対象とする
消失窒素は,1年目の施肥窒素量から ｢各年次の窒素吸収量の累積｣と ｢当年の土壌残存窒素量｣を差し引いて求めた
1991年～1993年に継続調査.
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素が各施肥法の中で最も少ない13.3%であるが,2年

日に増加 して34,9%となった.

さらに,全量全層施肥 (4,8,12,16gm~2区)の3カ

年の利用率をプロットし,回帰曲線を図37に示した.

4年目以降は試験場移転に伴 う廃耕によりデータが得

られなかったため,同式を延長して表示 した.回帰曲

線から推定される4年日以降の利用率は全ての施肥窒

素用量で1%以下となった.
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▲ 全量全層 12 y=33.477× x(-29718)

▲ 全量全層 16 y=39.945×x(3 2957)

0 1 2 3 4 5

施肥後年数

回37.施肥皇素利用率の軽年推移
実線は全層施肥処理 (1-3年後)から求めた回帰式を示す

また,4年目以降は同式を用いて推定した.

4-3 論議

北海道の水田において用いられる基肥窒素の施肥法

は全層施肥,および全層施肥と局所施肥の組み合わせ

(全層+表層,全層+側粂)がある.また,いくつかの

窒素追肥技術も普及しているが,これらは主に水稲の

安定 ･多収を目的としていた.しかし,近年求められ

るのは安定 ･多収とともに白米タンパク質含有量を高

めない窒素施肥技術である.本試験では,北海道にお

ける白米タンパク質含有量の低減技術導出の基礎資料

を得るため,重窒素標識硫安を用いた施肥窒素量およ

び表層施肥,側粂施肥に関する試験を水田圃場で実施

し,窒素の利用率とこれの分配,白米タンパク質含有

量,さらにその経年的消長に関する影響を解析 した.

また,活着期から登熟期まで水稲の各生育ステージに

わたって窒素の追肥試験を実施 し,窒素の追肥時期と

利用率,稲体内における分配,特に白米タンパク質含

有量に及ぼす影響についても検討した.

全層施肥は湛水前に施肥 ･混和するために窒素成分

の大部分が還元層に入り,脱窒作用を受けにくく,肥

効が高い.このような利点から,北海道の水田におけ

る施肥法は全層施肥が基本となっている.本試験にお

ける施肥窒素の利用率は全量全層施肥の場合,ほぼ30

-40%の範囲にあり,施肥窒素量の増加に伴って多く

なる傾向にあった (表29).施肥窒素利用率は北海道

における標準的な施肥量(8gm~2)の2倍程度の多肥

(16gm~2)条件までは頭打ちとならず,土壌由来の窒

素吸収量に上乗せされると考えられる.

成熟期の窒素吸収量に占める施肥由来窒素の比率も

直線的に高まった.これは,全量全層区 (4,8,12,

16gm~2区)の土壌由来窒素の吸収量が全量全層区で

8.68-9.84gm2と若干増加 しているのに対し,施肥

窒素の吸収量 (表29,A-B)は施肥量によって1.30

-6.58gm~2と顕著に増加するためである.

施肥窒素量の増加に伴う施肥窒素利用率の増加につ

いては施肥による根城拡大作用 とAddedNitrogen

Interaction(ANI:窒素添加交互作用)という概念が報

告されている127,12B).仙Ⅰでは,施肥された重窒素の有

機化量に見合 うだけの土壌無機窒素の残存量が増加す

るという ｢代理効果｣により,見かけの無機化を促進

するかのように見えるとされる.したがって,本試験

における土壌由来の窒素吸収量の増加傾向も根城拡大

作用とA加Ⅰによる可能性が高い.また,施肥窒素の有

機化は土壌微生物に由来するため,炭素漁を伴わずに

窒素のみを倍量施用しても,有機化量が2倍になるも

のではない.その結果,施肥窒素量の増加にともなっ

て有機化される施肥窒素の比率が減少 し,施肥窒素の

利用率が増加 した可能性もある.これは土壌由来の窒

秦(表29,A-B)が無窒素区と窒素施肥した区の間で

は差が大きいのに対して,施肥窒素量の増加に伴う差

が比較的小さく,直線的に増加するものでないことか

らも推察される.

稲体に吸収された施肥窒素は水稲の各器官に分配 ･

転流 された後,その多くが米粒中に移行する125･12m

移行した結果として稲体における分配を見ると,吸収

された窒素の穂部-の分配率は全量全層 4gm~2区で

65.8%,8gm-2区で63.5%,12gm~2区で61,9%,16g

m~2区で51.3%であり,特に白米部-の分配率は全量

全層 4gm~2区で49.4%,8gm~2区で45.4%,12gm~2

区で44.9%,16gm~2区で39.6%と施肥窒素量の増加

に伴って低下した.反対に,菓鞘および稗-の分配率

は施肥窒素量の増加に伴って増加する傾向にあった

(図31).その要因として,施肥窒素量の増加に伴って

茎葉が繁茂するものの,不稔歩合の増加や登熟歩合の
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低下をもたらすことが挙げられる (表30).吸収され

た窒素の穂部-の分配率の低下は,一見白米タンパク

質含有量の低下につながるようにも考えられるものの,

施肥窒素量に伴 う施肥窒素吸収量の増加 (8gm~2区 :

2.84gm~2-16gm~2区 :6.58gm~2)が大きいことに

より,分配率を乗 じた白米-の分配施肥窒素量 (8g

m~2区 :1.29gm~2-16gm~2区 :2.60gm 2)が増加 し

た (表30).8gm~2区に対 して 16gm~l区の白米-分

配された施肥窒素量が約 2倍になっているのに対して,

総籾数の増加は1.23倍にすぎなく,不稔歩合も2倍以

上になっていたため,稔実籾数は1.03倍であった (秦

30).このため,白米当たりに分配された施肥窒素量

(1000粒当たりの窒素mg) は 8gm~2区で51.5mg, 16

gm~2区で100.8mgと明らかに高まることから,結果的

に白米中のタンパク質含有量 (8gmー2区 :73.8gkg~1

-→16gm~2区 :84.9gkg~1)が高められることになった

ものと考えられる.

生育前期に吸収された窒素は,茎葉に一度蓄積 され

た後,出穂後に穂部に転流されると考えられるが,16

g m 2区のように不稔が増す と吸収 した窒素の転流先

となるシンク能が十分でなくなる.そのため,莱,莱

鞘および梓に蓄積された窒素の多くが転流しないまま

成熟期に達した結果,吸収された施肥窒素の菓鞘や梓

および葉身-の分配率が12gm~2以下の区より高くなっ

たと考えられる(図31).また,16gm~2区では,葉身

-の分配率と比較して葉鞘や梓-の比率の増加が顕著

であり,穂部-の転流は菓鞘や梓より菓身で優先され

た可能性がある.

精玄米収量は12gm~2区が最も高かったが,白米中

のタンパク質含有量の差異は 8gm~2区 (標準施肥水

準)の白米タンパク質含有量 (73.8gkg~り に対して,

12gm~2区で4.3gkgl,16gm~ヱ区で11.1gkg~1増加 し

ていた(表30).近年の北海道の研究において,｢きら

ら397｣の白米タンパク質含有量と食味官能値の関係

を検討 したところ,一般的に評価基準とされる ｢日本

晴｣を越えるには,白米タンパク質含有量を75gkg~1

以下に低下することが必要であった130).現在求めら

れているのは売れる米作 りであることから,良食味米

生産が収量性に優先すると考えられる.したがって一

定以上の食味水準には,低タンパク質米生産が必須で

あり,この観点から標準施肥水準を維持すべきである

と判断される.

次に,表層施肥と側条施肥はともに苗移植時の根近

傍に窒素を施肥することにより,初期生育の促進を目

的としている.これらの窒素施肥法は下位分げっの促

進を通じて早期に茎数を確保でき,寒冷な北海道でも

安定 ･多収が得られるとされる.したがって,これ ら

の窒素施肥法では生育初期の茎葉の形成に対する関与

が大きく,穂-の窒素の転流は少ないことが予想され

た.

表層施肥の利用率は全層施肥より低く,側条施肥に

比較するとさらに低かった(表29).また,側条施肥は

全層施肥に比較して,穂部および白米-の窒素の移行

が少ない特徴があった(図31).茎葉に関して詳細に見

ると,側条施肥で葉身と葉鞘,特に葉鞘-の分配が高

まっていた.葉鞘-の分配が大きいことは,水稲初期

の窒素吸収が高まったことで分げっが促進され,分げ

っした茎の形成に必要な窒素が菓鞘に移行 したためと

考えられる.出穂後には茎葉から穂-窒素の転流が起

こるものの,個体を維持 していくために窒素を葉鞘お

よび稗に保持する必要があり,茎葉に分配された窒素

が高く維持されたものと推察される.

全層施肥由来の窒素は止菓期以降においても吸収さ

れているが,表層および側条施肥に由来する窒素はほ

とんどが止菓期以前に吸収されていた (図32).この

ことは施肥位置によって窒素の利用率が異なるだけで

なく,吸収時期や稲体各器官-の分配が相異したこと

を示すものと考えられる.吸収窒素の穂部-の分配率

は,幼穂形成期と比較して出穂期で大きいことが指摘

されている.このことから,全層施肥された窒素は生

育後半まで吸収が持続 し,生育後半に吸収された窒素

の多くが穂部に移行 したと推察される.全層+表層区

で白米タンパク質含有量が低 くなる原因としては,窒

素の利用率が全層施肥に比べて低いことと,施肥窒素

の吸収が生育の前期に集中するため穂部-分配される

窒素量が少なくなることが考えられる.全層+側条区

における白米タンパク質含有量の低下は.施肥窒素の

利用率が高いものの,全層+表層区と同様に窒素吸収

が生育の前期に行われること,及び茎葉部-の分配と

比較 して穂部-の分配が小さくなることに由来すると

考えられる.また,不稔歩合は総施肥窒素量が同等の

全量全層 8gm~2区と比較 して全層+側条区では少な

い傾向にある(表30).図32の止葉期以前の総窒素吸収

量 (施肥由来と施肥由来以外の加算)が多いことから,

全層+側条区は初期生育が盛んになり,有効茎を早期

に確保できたことが不稔の発生を少なくしたと推察さ

れる.これに対 して,全量全層施肥では止葉期以降の

窒素吸収も多く,遅発分けつから出穂 した籾が総籾数
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に含まれており,結果的に不稔歩合が高まった可能性

がある.ゆえに,全層+側条区では全量全層 8gmrZ

区と比較して稔実籾数が明らかに多い.白米当たりに

分配された施肥窒素量 (1000粒当たりの窒素mg) は

全量全層 4gm~2区の28.4mgと比較 して,全層+側粂

区の側条分 4gm2で21.9mgと少ないことも,白米タ

ンパク質含有量の低下に関与したと推察される.

次に,水稲の各生育ステージにわたって行った追肥

試験を見ると,幼穂形成期以降の追肥窒素の利用率は,

止菓期～出穂期後10日目追肥をピークにする傾向を示

した (図33).出穂期以降の利用率は概ね生育の進行

に伴って減少する傾向にあった.これは出穂期頃まで

は水稲根の発達に伴い,追肥窒素を効率的に吸収でき

るようになったことを意味するが,出穂期以降は 一般

に新根の伸長はほとんど停止 し131),反対に老化が進

むことにより吸収能が低下したことが影響 しているも

のと考えられる.追肥窒素の利用率に対する基肥窒素

量の影響を見ると,幼穂形成期から出穂期の追肥窒素

の利用率は,基肥窒素量の増加に伴って上昇する傾向

を示した(図33).これは,基肥窒素量が少ない条件で

は追肥前の茎葉および根の生長量が少なく,追肥窒素

を吸収する能力が劣ったためと推察する.出穂期以降

については,全体的には急速に低下していくものの,

むしろ基肥窒素量の少ない基肥窒素 6gm~Z区で利用

率の低下が緩慢であった.このことのついて十分な解

析は難しいが,穂部-の乾物蓄積が影響 していると考

えられる.窒素化合物および光合成同化産物に対する

栄養生長期のシンクは新薬および根であり132),根の

生長に必要な窒素の多くが地上部から供給 されてい

る133).これに対 し,生殖生長期は穂部が強いシンク

となり,根-の分配が減少する.また,シンクである

穂を切除することにより,同化菓以外の葉および梓-

の光合成産物の蓄積が進む131'.すなわち,総籾数が

少ない基肥窒素 6gmー2区では出穂以降のシンク能が

小さいため,光合成同化産物の穂部-の分配が少なく,

根部-の配分が維持されることで旧根の活性を維持し,

新根の伸長を促進したのではないかと推察する.また,

稲の下位葉は根との関係が深く,下位葉から根に送り

込まれた同化産物は根の呼吸に消費され,そのエネル

ギーによって養分が吸収 される'35). したがって,多

肥条件では過繁茂になり,下位葉-の日射が不足する

ことで根-の同化産物供給が不足したものと考える.

追肥窒素の分配率を生育ステージ別で見ると,出穂

期までは生育の進行に伴って穂部-の分配が高まる傾

向を示した(表31).特に幼穂形成期後 7日目追肥と止

葉期追肥を比較すると,止菓期は追肥窒素の利用率が

高いことに加えて,基肥窒素 6gm~2区と基肥窒素 8g

m~Z区の場合に同化部位である葉身-の分配が低下す

るのに対して,貯蔵部位である穂の分配が高まってい

た.これは,止菓期追肥の時期になると茎数や穂数が

ほぼ決定しているため,窒素の多くが形成過程にある

穂部に蓄積 したものと考えられる.さらに,登熟後半

の追肥によって吸収された窒素の梓 ･菓鞘-の分配が

高まったのは,穂においては開花後30-40日程度で籾

の養分集積がほぼ終了し136),これに加えて葉身は出

穂以降は老化が進み始めたため137･138),残 された梓 ･

葉鞘に対して窒素の集積が起こったものと考えられる.

追肥窒素の各器官-の分配に対する全層基肥窒素量

の影響を見ると,穂部-の分配のピークや低下が始ま

る追肥時期は基肥窒素量が高いほど遅くなる傾向にあ

り,特に基肥窒素 10gm~2区では出穂期後30日目追肥

まで穂部-の分配率が高かった (表31).これは,塞

肥窒素量が高まるほど穂数 ･総籾数が増加 し,そのた

め棟内に登熟の遅れる穂および籾が増えていたことに

よるものと考えられる.

1994年と1995年の基肥窒素 8gm~2区に追肥 した結

果を見ると,追肥窒素の白米-の利用率は出穂期後10

日目≒出穂期≒止菓期>幼穂形成期 7日目>幼穂形成

期となった (図34).これは,追肥窒素の利用率が止

葉期～出穂期後10日目にピークとなったことや,稲体

内における吸収窒素の各器官-の分配先が生育の進行

とともに変化したことによるものと考えられた.

白米に蓄積された窒素中の追肥由来窒素は,止葉期

～出穂期後10日目の追肥時期で,白米中要素の 1割以

上であった (表32).また,止葉期～出穂期後10日目

程度の追肥処理は,全層基肥窒素区(1995年無追肥)に

おける白米タンパク質含有量と比較すると,白米タン

パク質含有量で8-13gkgll高まったことになる(表33).

これは,低タンパク質米を指向していく上で無視でき

るものではないと考えられる108).これに対 し,幼穂

形成期～幼穂形成期後 7日目の範囲では,白米タンパ

ク質含有量の増加が0-6gkg~1程度であったことから,

食味に及ぼす影響も比較的小さいと判断する.また,

近年の北海道の研究において,｢きらら397｣の白米タ

ンパク質含有量と食味官能値の関係を検討したところ,

白米タンパク質含有量を75gkgl以下に低下すること

が必要であった130).止菓期～出穂期後10日目の追肥
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では,白米タンパク質含有量を75gkgー1以上となるこ

とが多く見られ,この間の窒素追肥技術は近年求めら

れている低タンパク質米生産の観点から指導技術とし

不適切である.

止葉期追肥の増収要因は,登熟歩合の向上や千粒重

の増加に起因し,その増収効果は幼穂形成期の追肥に

及ばないとされている122).幼穂形成期の追肥は増収

効果が高いものの,低温年には登熟歩合低下によるマ

イナス効果が高い危険があるとされる12-).本試験に

おける各生育ステージの追肥が総籾数や収量に及ぼす

影響を見ると,総籾数は生育の早いステージにおける

追肥で多くなった.精玄米収量は幼穂形成期≒幼穂形

成期後 7日日追肥>止葉期追肥≧出穂期追肥≒出穂期

以降の各追肥処理となっており,ほぼこれまでの結果

と一致していた (表33).本試験のように地力窒素の

高くない土壌 (褐色低地土)では,安定多収の観点か

ら幼穂形成期～幼穂形成期後 7日日の追肥が最も効果

的であることを示していると判断される.但し,本試

験は気象的に平年並み以上の良好な2カ年の結果であっ

たことから,冷害年の危険も考慮して実用上は幼穂形

成期後 7日目の追肥が望ましいと考える.

幼穂形成期後 7日目追肥は,追肥窒素の利用率が基

肥より高く,穂-の分配率および白米への利用率が以

降の追肥と比較して低く,総籾数を増加する働きの大

きいことが認められる(表31,表32).このため,幼穂

形成期後 7日日追肥により吸収された窒素は個々の白

米に転流する窒素が希釈され,白米当たりの分配追肥

窒素量は高くないことから,産米の白米タンパク質含

有量はあまり高まらない.止菓期追肥では,追肥窒素

の利用率が幼穂形成期後7日目より高いとともに,総

籾数を増加させる効果が小さいため(表33),白米当た

りの分配追肥窒素量は高く,産米の白米タンパク質含

有量を高めると考えられる,この傾向は,基肥窒素量

を増加 した場合でも同様に認められた.出穂期以降の

追肥に関しては,概ね出穂期～出穂後10日目をピーク

に以降の追肥窒素の利用率が低下するとともに(図33),

徳-の分配率が明らかに高くなることから(表31),こ

の時期の追肥は止葉期追肥以上に白米タンパク質含有

量を高めると判断される.特に,基肥窒素量の高い条

件では,穂部の生育量が多いためこの傾向はより顕著

に現れると考えられる.出穂期後20日目以降の追肥は,

利用率とともに穂部-の分配率も減少する傾向にあり,

白米タンパク質含有量に及ぼす影響も小さくなる.

このように,北海道の稲作において基本技術とされ

てきた止葉期追肥は白米タンパク質含有量を著しく高

めることが明らかとなった.さらに,農家圃場におけ

る検証でも,止葉期追肥が精玄米収量に与える効果は

小さく,白米タンパク質含有量を高めることが明らか

に認められた (表34,図36).したがって,農家圃場

においても農試圃場試験と同様の結果が得られたこと

から,農試圃場試験の結果を一般的な現象として評価

できると考える.

最後に,施肥窒素の残留と次年度以降-の影響に関

して検討 した結果,施肥された窒素の利用率は施肥方

法および施肥窒素量によって異なるが,施肥窒素は初

年目にほとんどが利用され, 2年目は初年目の1/lo程

度,3年 目は初年目の1/20程度であった (表35).さ

らに,全量全層施肥 (4,8,12,16gm2区)の3カ年の

利用率をプロットしたが,回帰曲線から推定される4

年目以降の利用率は全ての施肥窒素用量で1%以下と

なり,水稲への影響は極めて小さくなると考えられる

(図37).

差し引き法による消失窒素は,全層+表層区で施肥

初年目に,全層+側条区で2年目に多い結果となった.

全層+表層区は作土表面の酸化層に分布する肥料が多

いことから脱窒を受けやすく,また港親水による肥料

流亡も多いことから,初年目の消失分が大きかったと

推察される.全層+側粂区は,初年目の土壌残存が多

く,これは側条に施肥された窒素の拡散範囲が限定さ

れ,部分的に集中して存在し,生育初期に多く利用さ

れることから,港軟水などによる肥料の流亡が′トさかっ

たものと考えられる.2年目以降については,代かき

を行 うことで全層施肥と同様になったものと推察され

る.また,施肥後3作終了時においても施肥窒素の13.

3-26.2%が土壌に残存 していることが明らかとなっ

た (表35).先に述べたように3年 目以降の水稲-の

利用率は著しく低いことから,無機化i±有機化を繰 り

返す過程で若干が系外に持ち出されていく程度であり,

施肥法による残存窒素量の差が後年次の白米タンパク

質含有量に与える影響は小さいと推察される.

以上の結果から,白米タンパク質含有量の低下には,

生育初期の窒素吸収を促進し,なおかつ生育後期の窒

素吸収を少なくすることにより達成されると考えられ,

全層施肥と側条施肥の組み合わせが合理的と判断でき

る.追肥に関しては,玄米収量と白米タンパク質含有

}量を勘案した場合,止菓期以降の追肥は行わず,幼穂

形成期後 7日目に追肥を行 うことが効果的と判断でき

る.
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第 5章 不稔軽減と高品質米生産を目指したケイ酸の合理的施肥法

5-1 既往の知見

(1)水稲栄養条件と不稔発生の関係

北海道のような寒冷地では,ほぼ4年に1回の割合

で冷害の被害を受けている139･140).冷害には,障害型

と遅延型があり,さらに障害型には穂ばらみ期の低温

障害と開花期の低温障害が含まれる.被害が大きい冷

害は,出穂期前10-15日頃の穂ばらみ期障害型であり,

不稔歩合が顕著に増加することにより,収量 ･品質に

大きな影響を及ぼす14川2).そのため,北海道ではこ

れまでに品種改良や水稲栽培法の改善により,穂ばら

み期障害型冷害に対する多くの対策が指導されてき

た141･" ).耐冷性 と菓身窒素濃度の関連は良く知られ

ており,窒素濃度の増加が不稔発生を助長することか

ら,その対策として過剰な窒素吸収の抑制が指導され

てきた.止菓抽出期の限界葉身窒素濃度は ｢きらら39

7｣で,2.9-3.5%とされる139,叫).また,低温による

不稔の原因はおしべ側にあり,薪長が短く,充実花粉

数の少ない薪で稔性が劣ることが明らかにされてい

る1嶋146).北海道における1993-1996年の調査結果で

も,薪長1.8mm以上の場合は不稔歩合が20%以下と低

く.1.8Dn)以下では薪長の短縮に伴い不稔歩合は増加,

1.2mm以下ではほぼ100%が不稔となった147).

稲体の耐冷性を増すためには,稲体窒素含有量を低

下させることが望ましく139),その低下には窒素施肥量

の削減が最も有効かつ容易な対策である.北海道にお

いては,基肥量を8-9割に押さえて,残 り1割～ 2

割は気象を見極めて幼穂形成期後 7日目に追肥するこ

とが昭和38年以降の基本技術となっている38.122).しか

し,耐冷性強化を目的とした大幅な窒素削減は収量確

保の観点から困難であり,窒素施肥に依存しない冷害

対策も必要である.過去のいくつかの報告から,ケイ

酸含有量と窒素含有量は負の相関関係にあることが認

められている 27･148).また.ケイ酸カルシウムを施用し

た場合に不稔歩合が低下した事例もある149･】Sd)

(2)ケイ酸栄養と産米晶耳の関係

水稲の生育と収量に対する要因としては,窒素栄養

条件とともにケイ酸の栄養条件が重要な役割を担うと

する知見が多い.すなわち,水稲のケイ酸栄養を改善

することにより,光合成量の増加,受光態勢の改善,

根活性の向上や枯れ上がりの抑制,耐病害虫性の向上

などの効果があるとされ21.25),安定 ･多収のためには

窒素肥料と各種ケイ酸質肥料のバランスのとれた施用

が指導されてきた 26･151).また,水稲のケイ酸吸収の促

進は白米中のタンパク質含有率を低下させることが報

告されており,北海道においても,適正客土による泥

炭地産米産の食味向上33)や低タンパク質米生産のため

の稲体および土壌のケイ酸指標10,27)などが報告されて

いる.

しかし,稲作のコス ト削減,省力化などの観点から,

ケイカルなどケイ酸質肥料の使用は年々減少する現状

にある59).この要因としては,ケイ酸の施用効果が窒

素の施用効果などと異なり,生育の差として明瞭に現

れない場合があるためと考えられる.しかし,濯淑水

路の整備による水質変化152)や稲わら堆肥など有機物

施用の減少により,水田に対するケイ酸の供給量は減

少傾向にあると予想される.ゆえに,近年における土

壌や水稲のケイ酸栄養は低化しており,このことが収

量 ･品質の不安定性や地域間の晶質変動の一要因と考

えられる,

したがって,産米品質と食味向上には,ケイ酸を効

果的に吸収させる方法が重要となる.その方策として

は,溶解性の高いケイ酸質肥料の開発を図るとともに,

施肥方法を改善し,施肥ケイ酸の利用率を向上するこ

とが必要である.ケイ酸と窒素の吸収を対比させてみ

ると,幼穂形成期以前の窒素吸収量が総窒素吸収量の

半量程度を占めているのに対して,ケイ酸の吸収量は

幼穂形成期以降に著しく増加する163).この要因には,

水稲側の要因と土壌側の要因とに分かれると思われる.

水稲側の要因は根群が作土層に十分に伸長 していない

生育初期の場合,ケイ酸の積極的吸収が難 しいこと,

水稲のケイ酸要求度がまだ高まっていないことが考え

られる.土壌側の要因は,土壌還元の発達に伴い溶出

が促進されることから,生育後半に土壌還元が進むこ

とにより,ケイ酸供給能が高まるものと考えられる.

したがって,幼穂形成期以降のケイ酸供給を重視した

ケイ酸質肥料の施用が重要となる.

5-2 実検方法および結果

5-211 ケイ穀栄養条件が不稔発生および産米晶

耳に及ぼす影響

実検方法
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試韓 l (圃場試挨)

1)供試圃場と栽培概要

試験は1998年に上川農業試験場水田で実施した.水

田土壌は褐色低地土で,作土の土色は黄褐色,土性が

SCL,全炭素 :12.6gkg-I,全窒素 :1.5gkg-1,CEC:1

3.2cmol｡kgー▲,pH(H20):6.1,可給態 リン酸 (プレイ

水保温静置法):104mgkg∴ 可給態窒素 (30℃-4週

間湛水培養法) :70mgkgー1であり,基盤整地時の圧密

により作土下の撤密度が少し高いものの,圃場全体の

排水性は比較的良好である.

供試品種は北海道の奨励品種である ｢さらら397｣

を用いた.中苗箱マット苗を用いて条間30cm,株間12

cmで,各区15列 ×30株-450株を手植え (4本植)し

た.移植は5月26日に行った.

2)試験処理

本試験では,北海道における施肥窒素量が概ね 8-

9gm~2程度59)であることから,標準窒素施肥を9gm12

とし,基肥窒素量で6,9,12gm~2区 (以降は基肥 6,

9,12区とする)と基肥窒素9gm-2+追肥窒素 3gm~2

区 (以降は基肥 9+追肥3区とする)を設けた.さら

に,ケイ酸無施用区,ケイ酸基肥区,ケイ酸追肥区を

設けて窒素施肥処理と組み合わせ,2反復で処理した.

基肥は耕起後に施用し,施用後に深さ12-13cmで砕土 ･

混和した.追肥は幼穂形成期に落水し.表面施用で行っ

た.全試験区とも幼穂形成期～出穂期の期間は田面水

深 1皿以下の浅水で管理した.

肥料は高度化成444を用いて,窒素(ド)-リン酸(p205)

-カリウム (K20)が 6-6-6gm【2となるように施用

し,基肥窒素量 9および12g m~2区の処理では不足分

を硫安で追加 した.また,リン酸とカリウムはPK化成

肥料で各々 2gmーZを追加 した.ケイ酸の施用には土

壌pHの変化を伴わないシリカゲルを用いて基肥,追肥

とも100gm~2施用した.北海道では土壌型に応じて90

-180gm~2のケイカル施用 (可溶性ケイ酸換算で27-

54gm､2を指導しているが心,本試験では処理効果を

明瞭にするためこれより多い条件を設定した.

3)調査及び分析方法

止葉期の茎葉の分析用試料には,10株の茎数を調査

し,その中から中庸な2株を採取 した.これを,茎

(秤+葉鞘)と葉身に分解 し,70℃で乾燥,粉砕した.

全窒素含有量はケルダール法により硫酸-過酸化水素

分解した分解液を,オー トアナライザー (AACSⅡ㈱ブ

ラン･ルーペ社製)を用いて定量した.ケイ酸含有量

は硝酸一過塩素酸分解後,重量法により定量した.ま

た,茎中の炭水化物含有量は,オー トクレイブ内で熱

水抽出 (125℃で 1時間)したものに,グルコアミラー

ゼ酵素を添加,55℃で 1晩放置後に溝過して得られた

渡液をオー トアナライザーAACSⅡ (㈱プラン･ルーペ

社製)を用いてフェリシアン化カリ法により定量し

た154-]56)

薪長の測定には生育中庸な株から,出穂始めの3穂

を抜き取り,上から3番目の一次枝硬の3-5番目の

穎花から薪を採取したものを用いた.これを黒いカル

トンに配置し,高解像度デジタルカメラで撮影した後,

画像解析ソフトNIHimagel.6.1(NationalInstitutes

ofHealth,USA)により薪長の測定を行った.

試験2 (ポット試鹸)

1)供試圃場および栽培概要

試敦は1998年に5Lポット (市版のポリバケツ)で

実施した.ポットの土壌は雨よけハウス内で乾燥保管

していた土壌をポット当たり4kg用い,土性がcL,全

炭素 :31.1gkgJl,全窒素 :2.2gkg∴ CEC21.0cJnOIc

kgLl,pH(H20):5.8,可給簡リン酸(プレイNo.2法):693

mgkg~1,可給態ケイ酸 (40℃-1週間湛水保温静置法)

:90皿gkg∴ 可給態窒素 (30℃-4週間湛水培養法) :

131mgkg~1であった.

供試品種は北海道の奨励品種である ｢きらら397｣

を用いた.中苗箱マット苗を用いてポット当たり3株

を手植え (4本植)した.移植は5月28日に行った.

2)試験処理

窒素処理では,慣行の窒素施肥量がポット当たり

0.84-0.98gN/ポットであることから,標準窒素施肥

量を0.84gとし,基肥窒素量0.42,0.84,1.26,1.68g

区の処理を設けた.さらに,ケイ酸無施用区,ポット

当たりケイ酸基肥7.5g区,15g区を設けて窒素施肥処

理と組み合わせ,3反復で処理した.ケイ酸施用量は,

ポット試験で慣行的に行ってきた圃場の倍量施肥を基

に設定した.肥料には高度化成444 (セン トラル合同

肥料)を用いており,リン酸およびカリウムに関して

は,窒素と等量を施用した.ケイ酸の施用にはシリカ

ゲルを用いた.肥料およびシリカゲルを砕土した土壌

に混和した後,ポットに充填,水道水を添加 して代か

きを行った.ポットは7月17日～7月26日に人工気象

室内で温度処理 (日中22℃-夜間18℃)を行い,それ

以外の期間は屋外で管理した.人工気象室内の温度処

理は,同時期の平年値に対 して平均気温で1.5℃,負

高気温で4℃程度低く設定した.
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3)調査及び分析方法

止葉期茎葉の分析や薪長の測定方法は圃場試験に準

じる.ただし株数が少ないため,各ポッ トから止葉期

に茎葉サンプルを 1株採取し,出穂始めに別の株から

3穂を抜き取 り前長調査に使用 し,不稔調査は残 りの

1株を用いた.

実験結果

1)生育概況

1998年の気象は6月上～中旬, 7月中～下旬の気温

が低めであるものの,概ね平年並みに推移 していた.

日照は8月に寡少であったが,登熟に大きな影響を与

える程度ではなかった.試験 1 (圃場試験)の生育期

節は幼穂形成期 7月 2日,止葉期 7月24日,出穂期 8

月3日,成熟期 9月16日であり,平年と大差なかった.

試験 2 (ポット試験)の場合,幼穂形成期 7月 1日,

止葉期 7月23日,出穂期 8月 3日,成熟期 9月17日で

あった.

2)窒素 ･ケイ酸施用と不稔歩合の関係

試験 1の各処理が,不稔歩合 と稲体栄養に及ぼす影

響を表36に示 した.不稔歩合は窒素施肥量の増加 とと

もに高まり,各窒素施肥量はケイ酸無施用区>ケイ酸

基肥区>ケイ酸追肥区の順で高かった.また一窒素施

肥量の増加 とともに止菓期の茎部および葉身部の窒素

含有量は増加 し,葉身部のケイ酸含有量は減少する傾

向にあった.各窒素施肥量では,ケイ酸施用により止

葉期の茎部および葉身部のケイ酸含有量が増加 し,戻

対に窒素含有量は減少する傾向にあった.ケイ酸の基

肥と追肥は,統計的には有意でないが,ケイ酸含有量

がケイ酸基肥区で高くなり,窒素含有量はケイ酸追肥

区で最も低下した.茎葉のケイ酸/窒素比はケイ酸施

表36.窒素 .ケイ酸施用が不稔歩合および止集期の窒素･ケイ憩含有tに及ぼす影響

窒素 ケイ酸
施肥処理 施肥処理

窒素含有量

茎部 葉身部
g kg~l

ケイ酸含有量

茎部 葉身部
g kg~l

基肥6 ケイ酸無施用区

基肥6 ケイ酸基肥区

基肥6 ケイ酸追肥区

ll.2 a 7,8 a

9.5a 7.7a

6.9a 7.2 a

23.1a 40.2a

22.9a 45.9 a

22.0a 44.2a

68.0a 3.93a

87.8a 4.79a

81.9a 4.71a

基肥9 ケイ酸無施用区

基肥9 ケイ酸基肥区

基肥9 ケイ酸追肥区

15.3a 8.4 a

12.9 ab 8.1a

7.5 b 7.6 a

25.7a 39.0a

24.5a 47.5b

23.3a 41.4ab

58.3a 3.20a

82.Ib 4.30a

75.9 ab 4.lla

基肥12 ケイ酸無施用区

基肥12 ケイ酸基肥区

基肥12 ケイ酸追肥区

21.1a 8.6 a

16.9 b 8.7a

14.1b 7.9 a

26.2a 40.2a

26.8a 45.6a

24.6a 43.2a

55.9a 3.08 a

71.2a 3.63a

74.0a 3.93a

基9+追3 ケイ酸無施用区

基9+追3 ケイ酸基肥区

基9+追3 ケイ酸追肥区

30.4 a 10.5a

21.0b 10.1a

17.2b 9.6a

32.7a 39.6a

29.8a 48.1b

28.7a 44.9 ab

54.0a 2.38a

76.1a 3.36a

68.3a 3.23a

各窒素施肥量における異なる英小文字は,Tukey-Kramertestにより5%水準で有意差があることを示す.(∩-2)

表37.窒素 ･ケイ酸施用が稲体の窒素 ,ケイ酸吸収tに及ぼす影響

止葉期(A)
窒素

施肥処理 ケイ酸施肥処理 窒素吸収量 ケイ酸吸収量
gn~2 grn~Z

成熟期(B)

総窒素吸収量 総ケイ酸吸収量
g rnーZ g ln~2

止葉期～成熟期(B-A)

窒素吸収量 ケイ酸吸収量
g rnl g rn2

基肥6 ケイ酸無施用区

基肥6 ケイ酸基肥区

基肥6 ケイ酸追肥区

5,7a 22.1a

6,0a 27.6a

5.3a 24.8 a

7.1a 60.9a

7.8 a 68.5a

7.0a 67.8 a

1.4a 38.8

1.8a 40.9

1,7a 42.9

基肥9 ケイ酸無施用区

基肥9 ケイ酸基肥区

基肥9 ケイ酸追肥区

7.0a 22.3a

7.8 a 33.3b

6.5a 26.7ab

8.1a 59.0a

9.3a 81.5 b

8.8 a 80.2b

1,1a 36.7a

1.5a 48.2a

2,3a 53.5 a

基肥12 ケイ酸無施用区

基肥12 ケイ酸基肥区

基肥12 ケイ酸追肥区

8.3a 25.4a

9.3a J 33.5b

8.0a 31.2ab

9.3a 63.1a

10.4 a 85.2b

10.5a 85.8b

1.0a 37.6 a

1.1a 51.6 a

2.5a 54.6 a

基9+追3 ケイ酸無施用区 10.8 a 25.4a

基9+追3 ケイ酸基肥区 11.6a 38.6 b

基9+追3 ケイ酸追肥区 9.3a 30.0a

ll.1a 63.0a

12.4a 91.2 b

12.1a 82.3b

0.4a 37.6 a

0.8 a 52.6 a

2.8a 52.2 a

各窒素施肥量における異なる英小文字は,Tukey-Kramertestにより5%水準で有意差があることを示す.(∩-2)
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表38.窒素 ･ケイ酸施用tが不稔歩合および止集期の窒素 ･ケイ酸･炭水化物含有tに及ぼす影響

窒素 ケイ酸 不稔歩合 出穂始め 窒素含有量 ケイ酸含有量 茎葉
施肥量 施肥量 薪の長さ 茎部 菓身部 茎部 菓身部 ケイ酸/窒素

g/pot g/pot % m gkg-. gkg-. 比

茎部
炭水化物
含有量
gkg~】

0.42 0 29.5a 8.2a 22.7

0.42 7.5 25.7a 7.1a 22.3

0.42 15,0 26.5a 7.8a 23.6

41.9a 50.3a 3.7la 205a

57.7b 91.8b 6.50b 217a

70.7b 99.7b 6.51b 225a

0.84 0 62.0a 1.47a ll.0a

0.84 7.5 57.4a 9,8a

0.84 15.0 51.0a 1.59a 9.4a

29.6a 35.7a 36.1a 2.17a 157a

29.6a 45.8ab 71.5b 3.48b 169a

27.3a 52.3b 69.7b 4.01b 181a

1,26 0 85.8a 1.38a 13.9a

1.26 7,5 78.6ab 14.3a

1.26 15.0 65.8b 1.48a 13.0a

35.9a 34.6a 34.4a 1.67a 138a

36.3a 42.9a 51.9a 2.llab 145 a

35,0a 45.6a 59.1a 2.52b 162a

1.68 0 91.8a 18.6a

1.68 7.5 85.5ab 16.2a

1.68 15.0 77.8b 19.7a

42.8a 30.9a 35.3a 1,21a 128a

40.1a 36.9ab 40.9a 1.60a 134a

40,9a 45.7b 53.3a 1.78a 138a

各窒素施肥量における異なる英小文字は,Tukey-Kranertestにより5%水準で有意差があることを示す.(n-3)

用で高まったが,基肥と追肥の比較では判然としなかっ

た.

止菓期の窒素吸収量は窒素施肥量の増加に伴って高

まり,各窒素施肥量における比較では統計的に有意で

ないが,ケイ酸基肥区>ケイ酸無施用区>ケイ酸追肥

区の順で高かった (表37).止菓期のケイ酸吸収量は

ケイ酸基肥区>ケイ酸追肥区>ケイ酸無施用区の順で

あった.成熟期の各窒素施肥量における総窒素吸収量

および総ケイ酸吸収量はケイ酸基肥区が最も高く,ケ

イ酸無施用区が低かった(表37).差し引きによる止葉

期～成熟期の窒素吸収量およびケイ酸吸収量を見ると,

ケイ酸追肥区がケイ酸基肥区より勝る傾向にあった.

試験2では試験1と比較して全体に不稔歩合が高かっ

た.不稔歩合は,試験1と同様に窒素施肥量の増加 と

ともに高まり,各窒素施肥量に設定されているケイ酸

処理区ではケイ酸無施用区>ケイ酸7.5g区>ケイ酸

15.0g区の順で高かった (表38).また,窒素施肥量の

増加 とともに止葉期の茎部および葉身部の窒素含有量

は増加 し,茎部および菓身部のケイ酸含有量は減少す

る傾向にあった.その結果,止菓期における茎葉のケ

イ酸/窒素比は,窒素施肥量の増加にともなって低下

した.窒素含有量に対するケイ酸施用量の影響に統計

的な有意性が認められなかったが,ケイ酸施用の増加

に伴い,茎部および葉身部のケイ酸含有量,茎葉のケ

イ酸/窒素比の平均値は増加する傾向にあった.

3)稲体の窒素 ･ケイ酸成分と炭水化物含有量の関係

試験 1の結果から,具体的に各処理が炭水化物含有

量に及ぼす影響を比較 した (図38).炭水化物にはリ

グニンやセルロースなど植物細胞壁構成成分となるも

5

0

5

0

5

3

3

2

2

(
T
･
叫
メ

叫)
哨

仲

巾
冬
空

東

塔
CO
吊

柵
韓
耕

T
T

聖

頚
髄
)
,
心

聖
哨
溢
),
心

軍
増

都
溢

),
心

聖
頚
髄

),
心

聖

相
磯

y
心

軍
増
礁
態

),
心

聖
頚
髄

),
心

聖
州
溢

),
心

壁
濯
戟
溢

),
心

聖
頚
髄

),
心

聖
哨
溢

'-
も

軍
増
燕
雀

JI
心

基肥6 基肥9 基肥12 基肥9+追肥3

窒素施肥量 (gm-2)

図38.窒素･ケイ酸用tが茎炭水化物含有率に及ぼす影響
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のも含まれているが,ここではデンプンや糖など狭義

の炭水化物を対象とした.止葉期茎部の炭水化物含有

量は窒素施肥量の増加に伴って低下し,各窒素施肥量

ではケイ酸追肥区≧ケイ酸基肥区>ケイ酸無施用区の

順で高かった.試験 2でも,統計的に有意ではないが,

ケイ酸を施用した区で止菓期茎部の炭水化物含有量が

高い傾向にあった(表38).

止菓期における茎部の炭水化物含有量と葉身部およ

び茎部の窒素含有量,ケイ酸含有量の相関関係を図39
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2)試験2
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図41.窒素･ケイ酸用量が荊長に及ぼす影響
図中の垂線は標準誤差を示す.

各窒素施肥量における異なる英小文字は,Tukey-Kramertest
により5%水準で有意差があることを示す.(n=2)

に示した.試験 1の茎部の炭水化物含有量と葉身部お

よび茎部の窒素含有量には負の相関関係,葉身部のケ

イ酸含有量には正の相関関係が認められた.また,莱

身の窒素含有量とケイ酸含有量の間には,負の相関関

係が認められた.試験 2もほぼ同様の関係にあったが,

試験 2では茎部炭水化物含有量と茎部のケイ酸含有量

の間,茎部の窒素含有量とケイ酸含有量の間について

も正の相関関係が認められた.試験 1と試験 2を比較

すると,試験処理による窒素含有量とケイ酸含有量の

変動幅は試験 2が,茎部の炭水化物含有量の変動幅は

試験 1が大きかった.

4)炭水化物含有量と荊長

出穂始め薪長と止葉期茎部の炭水化物含有量の関係

を検討した (図40).その結果,止葉期茎部の炭水化

物含有量は,試験 1が178gkg~1から308gkg~1に分布し,

試験 2が136gkg~lから192gkg~1に分布 した.所長(X),

止葉期茎部の炭水化物含有量 (Y) として一次関数を

当てはめると試験 1がY-227X-171,r-0.851,n-

24であり,試験 2がY-184X-113,r-0.899,n-12

となった,さらに,試験 1と試験2を含めた場合には

Y-237Ⅹ-189,r-0.959,n-36となり,ほぼ同一の

回帰直線で説明される有意な正の相関関係が認められ

た.

5)不稔歩合と薪長

試験 1の各処理における出穂始めの所長を比較した

ところ,荊長は基肥窒素量の増加 とともに縮小し,特

に基肥 9+追肥3gm~2区で最も短かった(図41).ケイ

酸施用と薪長の関係から見ると,ケイ酸追肥区>ケイ

酸基肥区>ケイ酸無施用区の順で長く,この傾向は窒

素施肥量に関わりなく共通して認められた.試験 2で

も,統計的に有意ではないが,ケイ酸15g区の薪長が

無施用区より長かった(表38).

次に試験 1,試験2の出穂始め薪長と不稔歩合の関

係を図42に示した,試験 1の薪長は1.65Ⅲmから2.06mm

に分布 し,不稔歩合は5.9%から30,7%に分布 した,

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.I

所長 (mm)

図42.出穂始めの所長と不稔歩合の関係
実線は各試験の回帰曲集,破線は試験1と試験2を含めた回帰曲線
試験1: Y-943X- 404Xz十 439 r-0956 n-24
試験2: Y- 369X-1263Ⅹヱ+1123 r-094l ∩-12
試験lと2:Y- 174X- 712Xl+ 737 r-0987 n-36
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表39.窒素･ケイ酸施用が収量および晶質に及ぼす影響

二 二 ∴ 二 L:I:: I.L_'t_I_ i:'-こ ~L.i ::i: き二:_: .:-i:ここ '- 十 二

基肥6 ケイ酸無施用区 41.6a 664a 27.8a 22.5 81.6a 504a 59.2a 17.6 94.3

基肥6 ケイ酸基肥区 48.2a 701a 33.8a 22.4 75.6a 570b 57.9a 17.0 94.5

基肥6 ケイ酸追肥区 51.1a 638a 32.4a 22.4 78.2a 568b 55.Oa 18.2 97.0

基肥9 ケイ酸無施用区 43.4a 795a 34.5a 22.3 77.6a 598a 62.3a 17.3 93.5

基肥9 ケイ酸基肥区 45.5a 852a 38.7a 21.9 75.3a 634a 58.Oa 17.2 89.9

基肥9 ケイ酸追肥区 49.8a 799a 39.7a 22.2 74.2a 643a 56.Oa 17.7 94.3

基肥12 ケイ酸無施用区 47.Oa 850a 39.8a 22.0 73.6a 618a 63.9a 16.7 86.1

基肥12 ケイ酸基肥区 47.5a 893a 42.4a 21.7 74.5a 685a 63.6a 16.7 87.7

基肥12 ケイ酸追肥区 50.6a 847a 42.9a 21.7 73.5a 679a 58.9a 17.3 93.2

基9+追3ケイ酸無施用区 49.3a 956a 46.6a 22.1 62.5a 641a 65.2a 16.5 84.3

基9+追3ケイ酸基肥区 50.Oa 972a 48.3a 21.7 65.3a 685ab 65.2a 16.3 86.0

基9+追3ケイ酸追肥区 52.4a 950a 49.7a 22.0 65.9a 695b 60.6a 16.7 87.1

精玄米収量には,筋目19…を使 用した.玄米白度と良 質粒歩合の測定には精玄米を用 いた.
各窒素施肥量における異なる英 小文字は,Tukey-Kramertestにより5%水準で有意差 があるこ とを示す.(n- 2)

薪長と不稔歩合について,薪長 (Ⅹ),不稔歩合(y) と

して二次関数を当てはめるとY-94.3X2-403X十439,

r-0.956,∩-24であり,危険率0.1%未満の有意な負

の相関関係が認められた.また,試験 2ではポット当

たり窒素0.84g区と1.26g区における,ケイ酸無施用お

よびケイ酸基肥15g区でのみ薪長を測定した.薪最は

1.37tDnから1.68mに分布 し.不稔歩合は45.4%から

89.2%に分布 した.薪長(X),不稔歩合(Y) として二

次関数を当てはめるとY-369X2-1263X+1123,r-

0,941,n-12であり,危険率0.1%未満の有意な負の

相関関係が認められた.さらに,試験 1と試験2を含

めた場合には,Y-174X2-712X+737,r-0.987,n-

36となり,ほぼ同一の回帰曲線で説明できた.

6)収量および産米品質
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精玄米収量は窒素施肥量の増加に伴って高まり,杏

窒素施肥量における比較ではケイ酸基肥区≒ケイ酸追

肥区>ケイ酸無施用区となった (表39).ケイ酸追肥

区は無施用区と比較して主に1穂籾数と総籾数が高ま

り,ケイ酸基肥区では主に積数と総籾数が高まる傾向

にあった.ただし,これらは統計的に有意な差でなかっ

た.成熟期の茎葉ケイ酸/窒素比と窒素玄米生産効率

には正比例の関係が認められた (図43)

白米タンパク質含有量は窒素施肥量の増加に伴って

高まり,反対に玄米自度と良質粒歩合は低下した (義

39).ケイ酸施用が産米品質に及ぼす影響を見ると,

白米タンパク質含有量はケイ酸無施用区≧ケイ酸基肥

区>ケイ酸追肥区であった.玄米白度および良質粒歩

合はケイ酸追肥区>ケイ酸基肥区≒ケイ酸無施用区と

0 ケイ酸無施用区

● ケイ酸基肥区

※ ケイ酸追肥区

12 14 16 18 20 22 24 26 28

成熟期茎葉のケイ酸/窒素比

図43.成熟期の茎葉ケイ酸/窒素比と窒素玄米生産効率の関係



56

(

T

I
B

J

i

)

棚

板

巾

軸

4

て

/

tG
米

Ej

北海道立農業試験場報告 第116号

12 14 16 18 20 22 24 26 28

成熟期茎葉のケイ酸/窒素比

12 14 16 18 20 22 24 26 28

成熟期茎葉のケイ酸/窒素比

図44,成熟期の茎集ケイ酸/窒素比と白米タンパク質含有tおよび玄米白虎の関係

なった.また,成熟期の茎葉ケイ酸/窒素比と白米タ

ンパク質含有率には負の相関関係が,玄米白度には正

の相関関係が認められた (図44).

5-2-2 ケイ敢資材施用が産米晶質に及ぼす影響

試頼 1 (培養実額)

実壊方法

1)供試土壌 :1998年耕起前,上川農業試験場水田圃

堤 (細粒褐色低地土)の作土 (深さ0-15cm)から採

取した土壌を風乾砕土後,2mmのメッシュで筋い,常

温保存したものを実験に供した.

2)培養条件 :風乾土15gをポリビン100ml容に充填し,

各ケイ酸質肥料を50mg施用した後,脱塩水70mlを加水

し,20℃で5週間恒温培養 した.培養期間を通じて,

土壌表面を渡紙で覆い,上澄み水を1週間毎に採取し

て,分析に供した.減少した分の水分は脱塩水を添加

して培養を継続した.試験は 3反復で行った.

3)処理内容 :土壌のみ (無施用)の場合を対照区と

し,土壌表面施用 (シリカゲルおよびケイ酸カルシウ

ム,ケイ酸カリウム,熔成燐肥),土壌混合施用 (ケ

イ酸カルシウム,熔成燐肥)を設けた,ケイ酸質肥料

の保証成分はケイ酸カルシウム (可溶性ケイ酸30%,

アルカリ分45%,く溶性苦土 1%),ケイ酸カリウム

(可溶性ケイ酸30%),熔成燐肥 (可溶性ケイ酸20%)

であった.各肥料は1mmメッシュで蘇ったものを用い

た.

4)分析項目:ケイ酸含有量,pH,アンモニア態窒素

量

0

0

0

0

8

6

4

N

(
3
,1

N

o
T
S)

叫
召
使

溢
),
A(

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5

施用後 日数 (週間後)

図45.
表面施用における各種ケイ酸貫肥料からのケイ酸溶出t

lOOmlポリ瓶を用い.各ケイ酸質肥料は現物50mgを土壌15gに施
用し,20℃で培養 した.
無施用における土壌由来のケイ酸溶出量を差し引いた借.

0

0

0

0

0

0

0

∩>

0

0

o

8

6

4

2

(

3
71

l
o

t

s)

叫
FP
健
髄
),A(

0-1 1-2 2-3 3-4

施用後 日数 (週間後)

4-5

ケイ酸賞肥料か らのケイ敢溶出tに及ぼす施用条件の影響

表面 :土壌表面に散布.混合 :土壌と混合
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表40 培養液のpHとアンモニア態窒素およびケイ酸の溶出

三三聖 培養液の｡H アンモニア態窒素量(pg) 誓 "/空`莞誓/Eb姦資材名 施用量 溶出量

mg 0-1週 1-2週 2-3週 3-4週 0-1週 1-2週 2-3週 3-4週 〟g %

無施用 7.8 7.7 7.2 6,9 204 82 37 23 2242

シリカゲル 50 7.6 7.5 6.9 6.7 209 43 52 7 4882

肥料A l5 7.9 8.0 7.5 7.0 294 105 81 32 3254

肥料B l5 8.0 8.0 7.6 7.2 322 119 70 40 3551

肥料c lO 8.2 8.2 8.0 7.4 279 136 123 53 4611

5

6

8

32

各ケイ酸質肥料は現物で50mg施用した.
*)総ケイ酸溶出量と資材由来のケイ酸溶出率は0-5週間の累積で算出した.

実検結果

培養によるケイ酸溶出試験は,土壌表面に散布 した

ケイ酸質肥料からの溶出は施用直後に最も多く,その

後次第に少なくなる傾向にあった (図45).表面施用

と土壌混和条件の比較では,明瞭な差が認められなかっ

た (図46).総ケイ酸溶出量は,シリカゲル>熔成燐

肥>ケイ酸カリウム>ケイ酸カルシウムの順であった

(表40).培養液のpHは培養日数に伴って,低下したが,

肥料添加処理で高く推移 した.アンモニア態窒素濃度

は,肥料添加によって高まり,熔成燐肥>ケイ酸カリ

ウム≧ケイ酸カルシウム>シリカゲルの順であった.

試族2 (圃場試族)

実族方法

1)供試圃場および栽培概要

試験は1996年～1998年に上川農業試験場水田で実施

した.土壌条件および供試品種等は5-2- 1,試験

1に準じた.

2)試験処理

施肥は,1996-1997年が窒素(N)一リン酸 (P205)-

カリウム (K20)を12-12112gm~2,1998年が窒素一

リン酸-カリウムを10-10-logm~2,高度化成444で

全量全層施肥した.ケイ酸質肥料の追肥処理は,幼穂

形成期および幼穂形成期後 7日日で行った.ケイ酸質

肥料は試験 1で用いたケイ酸カルシウム,ケイ酸カリ

ウム,熔成燐肥の他に液体状ケイ酸カリウム (以下は

液体ケイ酸,可帝性ケイ酸28%)施用量は,1996年で

50gm-2,1997年で40(液体ケイ酸のみ20)gm~2,1998

年で20,40(液体ケイ酸のみ10,20)gm~2, 2反復 (19

97年は3反復)で処理 した.基肥は耕起後に施用し,

施用後に深さ12-13C皿で砕土 ･混和した.追肥は幼穂

形成期に落水し,表面施用で行った.全試験区とも幼

穂形成期～出穂期の期間は田面水深 1C皿以下の浅水で

管理 した.

また,1998年はケイ酸カルシウム,ケイ酸カリウム,

熔成燐肥の基肥施用を比較のために設置した.基肥施

用量は各肥料現物で150gm~2施用 した.

3)調査分析方法

5-2-1,試験 1に準じた.

実族結果

1)生育概況

1996年の気象は, 5月上～中旬の気温が低めであっ

たが, 6月中旬の高温で生育はやや回復 した.その後

8月～ 9月上旬の低温 ･寡照により登熟は停滞した.

1997年の気象も,5月上～6月上旬の気温が低かった

ため,分けつの発生は停滞したが, 6月中旬以降の高

温で生育は回復し,出穂 ･開花も順調であった.しか

し,8月以降は一転して低温 ･寡照となり,1996年同

様に登熟は停滞した,具体的な生育期節は,1996年が

幼穂形成期 7月3日,止葉期 7月22日,出穂期8月 1

日,成熟期9月27日であり,成熟期は平年より遅かっ

た.1997年が幼穂形成期 7月4日,止菓期 7月19日,

出穂期7月28日,成熟期 9月27日であり,成熟期は平

年より遅かった.1998年は,5-2-1の試験 1で述

べたように,平年並みであった.

2)ケイ酸質肥料の追肥が稲体栄養に及ぼす影響

ケイ酸質肥料の追肥により,止葉期における茎葉の

ケイ酸含有量および吸収量は高まる傾向にあり,窒素

含有量は同等もしくは低下する傾向を示した (表41).

このため,茎葉のケイ酸/窒素比はケイ酸質肥料の追

肥により,全ての肥料で概ね上昇した.肥料間の比較

では,年次により傾向が異なり,その差は判然としな

かった.1998年における,追肥と基肥処理の比較では,

止葉期茎葉の成分について一定の傾向が得られなかっ

た.止菓期茎部炭水化物含有量は,ケイ酸質肥料の追
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表41.ケイ酸箕肥料の施用が止集期の窒素 ･ケイ酸吸収に及ぼす影響

雷雲 ヶィ酸質肥料 施用時期 kgRm_? 出撃 め

止菓期茎葉の

窒素 窒素 ケイ酸
含有量 吸収量 含有量
gkg~l gm~2 gkg~1

1996 無施用

ケイ酸カリウム

熔成燐肥

20 9.8 56

22 10,0 56

17 8.5 52 26

9

5

0

2

2

3

1997 無施用

ケイ酸カルシウム

ケイ酸カリウム

ケイ酸カリウム

熔成燐肥

溶成燐肥

液体ケイ酸

液体ケイ酸

r

川

oW

1W

oW

川

oW

川

19 9.7 56

17 10.8 61

19 11.7 56

17 8.9 62

18 11.1 59

18 10.9 63

19 11.4 57

17 9.6 58

0

7

1

3

3

3

33 3.7

36 3.4

38 3.4

35 3.2

34 3.6

1998 無施用

ケイ酸カルシウム

ケイ酸カルシウム

ケイ酸カルシウム

ケイ酸カルシウム

ケイ酸カリウム

ケイ酸カリウム

ケイ酸カリウム

ケイ酸カリウム

熔成燐肥

熔成燐肥

1.73 15

0W 20 1.87 15

1W 20 1.89 15

0W 40 2:08 14

1W 40 1.93 13

0W 20 1.91 14

lW 20 1.93

0W 40 1.90

1W 40 1.96

0W 20 1.80

1W 20 1.93

熔成燐肥 OW 40 1.93

熔成燐肥 lW 40 2,01

液体ケイ酸 ow lO 1,94

液体ケイ酸 lW 10 I.79

液体ケイ酸 OW 20 1.87

4

3

4

2

5

3

4

5

4

3

液体ケイ酸 lW 20 2.01 12

7.6 51 27 3.6

7.3 55 28 3.8

8.7 53 32 3.8

7.4 58 30 4.1

7,9 54 34 4.4

8.3 57 35 4.3

8.2 56 33 4.0

7.7 53 31 4.1

7.9 53

6.3 60

9.3 56

6.9 53

9.0 55

7.9 58

8.8 60

8.9 52

7.5 59

30 3.8

31 4,9

36 4.0

28 4.0

37 4.2

32 4.2

37 4.2

36 4.1

37 4.9

ケイ酸カルシウム 基肥 150 1.84

ケイ酸カリウム 基肥 150 1.90

熔成燐肥 基肥 150 1.77

14 7.6 58

15 8,4 59

13 7.4 61

31 4.3

33 4.0

35 4.6

施用時期は,OW:幼穂形成期,lW:幼穂形成期後7日目

0

0
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図47.ケイ酸質肥料の追肥が止集期の基部の炭水化物含有量に及ぼす影響 (1998年)
施用時期は.OV:幼穂形成期,lY:幼穂形成期後7日目 回申の垂線は標準誤差を示す
*)Dunnettの検定により,対照区に対 して5%水準の有意差が認められた処理
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肥により概ね増加 してお り,液体ケイ酸を除いて幼穂

形成期後 7日目追肥>幼穂形成期追肥,施用量40g

m 2>20g m~2の順であった (図47).出穂始めの薪長

もケイ酸質肥料の追肥により概ね増加 していたが,追

肥時期および追肥量が及ぼす影響は,止菓期茎部炭水

化物含有量ほど明瞭でなかった.また,荊長に関して

追肥と基肥に効果を見ると.追肥処理で蔚長が長い傾

向が認められた.

成熟期の茎葉ケイ酸含有量は,ケイ酸質肥料追肥に

より概ね高まる傾向にあったが,幼穂形成期追肥では

低下する事例もあった (表42). ケイ酸吸収量は追肥

表42.ケイ酸貧肥料の施用が成熟期の窒素 ･ケイ酸吸収に及ぼす影響

なかった.窒素含有量は追肥で低下する傾向にあった

が,窒素吸収量については判然としなかった.ケイ酸

質肥料の基肥処理では,ケイ酸含有量が高まると同時

に,窒素含有量および吸収量も増加 した.成熟期茎葉

のケイ酸/窒素比は,ケイ酸質肥料の追肥で高まる傾

向を示したが,肥料の種類,追肥量の影響は判然とし

なかった.追肥時期に関しては,幼穂形成期後 7日目

追肥のケイ酸/窒素比が,幼穂形成期追肥のケイ酸/

窒素比を上回る事例が多かった.

3)不稔発生および収量 .品質

不稔歩合は, 3カ年を通じてケイ酸質肥料の追肥で

低下する傾向にあった (表43).追肥時期の比較では,

成熟期茎葉の

要覧 ヶィ酸質肥料 施用時期 gm-2 晶 品 言謂
gkgrL gm~2 gkg~l

1996 無施用 6.7 4.0

ケイ酸カリウム lW 50 7.0 4.0

熔成燐肥 1V 50 6.7 4.0

1997 無施用 9.9 5.3 13.5

ケイ酸カルシウム lW

ケイ酸カリウム OWケイ酸カリウム

熔成燐肥

溶成燐肥

液体ケイ酸液体ケイ酸

W

W

W

W

W

1

0

1

0

1

7.9 4.5 12.1

9.1 5.4

7.7 4.5

7.7 4.0

9.5 5.8

8 5.2

6

4

1

5

2

3

2

1

4

3

1

1

1

1

1

一

l

一

一

一
9 4.7 12.4

一

一

l

一

一

一

1998 無施用

ケイ酸カルシウムケイ酸カルシウムケイ酸カルシウムケイ酸カルシウム

ケイ酸カリウムケイ酸カリウムケイ酸カリウムケイ酸カリウム

熔成燐肥熔成燐肥

l

ow

1W

oW

川

oW

1W

oW

川

ow

川

熔成燐肥 OW

熔成燐肥 lW

液体ケイ酸 oW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2

4

4

1

液体ケイ酸 1Y 10

液体ケイ酸 oY 20

液体ケイ酸 lW 20

5.4 2.8 95 50 18 11.1

0

4

6

3

2

2

3

7

9

5

4

4

8

7

1

6

4

4

5

4

6

7

5

2

2

2

8

7

7

4

4

4

9

7

2

2
.

7

0

4

5
.

6

6

2

2

0

7

5
.
4
.

8

6

2

2

7

6

4

4

93 53 18 9.5

8

1

2

7

cc

0

0

2

3

9

0

0

9

0

9

0

9

0

1

8

0

7

4

2

9

0

0

0

0

0

0

4

5

5

8

4

5

3

5

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

21 9.1

21 9.6

21 10.0

21 9.9

8

4

0

0

6

9

9
.
10

10

9
.

1

0

1

9

2

2

2

2

1

2

20 10.9

59 22 10.0

53 21 10.0

61 23 9.2

61 22 10.5

58 22 9.5

1

3

5

8

3

9

3

1

3

4

8

3

00

7

6

8

7

8

8

7

8

QU

8

8

8

8

nd

CO

9

8

8

8

QO

8

ケイ酸カルシウム 基肥 150

ケイ酸カリウム 基肥 150

熔成燐肥 基肥 150

5.9 3.7 101 63 17 11.1

5.2 3.1 97 58 19 10.1

4.8 3.1 93 59 20 9.4

施用時期は,OV:幼穂形成期,1V:幼穂形成期後7日目
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表43,ケイ酸貰肥料の施用が不稔歩合および収t ･晶質に及ぼす影響

雷雲 ヶィ酸質肥料 冨芸 hgRm予 習 腎 驚 誓 夕書/ig等# 腎 千言重

1996 無施用 1315 519 46.1 22.4 58 84.4

ケイ酸カリウム lW 50 1451 567 50.4 16.8 53 86.3

熔成燐肥 lW 50 1434 555 46.7 15.8 55 86.0

1997 無施用

ケイ酸カルシウム

ケイ酸カリウム

ケイ酸カリウム

熔成燐肥

落成燐肥

液体ケイ酸

液体ケイ酸

>

>

>

>

>

>

>

1

0

1

0

1

0

1

1668 665 49.3 17,5

40 1654 643 53.4 15.6

40 1733 660 49.6 17.7

40 1645 64

40 1663 68

40 1747 68

20 1772 69

52.5 12.1

62.4 13.2

50.2 14.0

52.7 16.8

20 1668 651 53,2 15.6

65 77.0 20.6

58 77.3 20.4

63 72.9 20.5

59 75.9 20.6

62 77.4 20.4

3

4

1

6

3

6

7

7

7

3

6

9

6

6

5

1998 無施用

ケイ酸カルシウム

ケイ酸カルシウム

ケイ酸カルシウム

ケイ酸カルシウム

ケイ酸カリウム

ケイ酸カリウム

ケイ酸カリウム

ケイ酸カリウム

熔成燐肥

熔成燐肥

熔成燐肥

熔成燐肥

液体ケイ酸

液体ケイ酸

液体ケイ酸

W

W

W

W‖
W
W
W
W
W
W
W
Wり
W
W
W

O

1

0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

液体ケイ酸 lW

1424 583 52.6 21.4

20 1451 586 61.7

7

5

9

4

7

8

1

4

0

5

4

5

5

5

5

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2

4

4

2

2

40 1485

629 69.2

619 64.6

2

5

1

9

4

0

3

3

6

6

6

6

64,5

61.5

64.9

68.3

40 1537 629 64.7

20 1535 653 65.4

20 1557 620 64.6

4

5

7

7

8

2

6

9

6

4

4

J】

5

5

6

6

5

6

7

9

6

2

分U

8

1

7

6

9

7

0

6

5

6

5

5

6

5

9

2

7

4

0

6

2

6

分U
5

1

5

4

5

▲4一
5

5

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

4

4

1

1

2

2

0

7

2

0

6

4

3

7

6

0

3

0

7

7

4

4

6

6

4

7

3

0

5

9

6

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

65 88.1 21.4

57 9

56 9

56 9

5

7

5

4

5

7

4

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9 21.5

7 21,5

7 21.6

6 21.3

93.8 21.6

21.7

21.6

21.4

21.7

21.5

93.1 21.6

92.8 21.6

92.7 21.7

4

5

6

1

1

1

2

2

2

6

(一U
3

4

2

3

9

9

9

4

5

5

5

5

5

ケイ酸カルシウム 基肥

ケイ酸カリウム 基肥

熔成燐肥 基肥

2

2

7

7

2

7

5

6

6

5
7

4

3

2

3

6

6

6

7

5

8

0

3

1

6

6

5

1

1

1

0

0

0

5

5

5

1

1

1

19.3 59 88.4 21.6

15.9 61 92.0 21.2

23.5 61 93.4 21.7

施用時期は,OY:幼穂形成期,1V:幼穂形成期後7日日
精 玄米収量には,節目1.90mmを使用した.良質粒歩合と千 粒重の測 定には精 玄米を用いた .
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図48.ケイ酸質肥料の追肥が白米タンパク質含有量に及ぼす影響 (1998年)
施用時期は,OV:幼穂形成期,lY:幼穂形成期後7日目 図中の垂掛 ま標準誤差を示す

*)Dumettの検定により,対照区に対 して5%水準の有意差が認められた処理
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図49,ケイ酸賞肥料の施用法が成熟期の茎葉ケイ酸/窒素比
と白米中のタンパク質含有量に及ぼす影響 (1998年)
施用量は,基肥で150gⅡrZ,追肥 (幼穂形成期後7日目)で20およ
び40gm~】

幼穂形成期後 7日目追肥で幼穂形成期追肥より,不稔

歩合の低い事例が多かった.地上部総重および精玄米

収量,窒素玄米生産効率は追肥により増加 したが,肥

料の種類および追肥時期,追肥量の影響は判然としな

かった.白米タンパク質含有量は,追肥により低下す

る傾向にあり,追肥時期で比較すると幼穂形成期追肥

≧幼穂形成期後 7日目追肥であった (図48).成熟期

茎葉のケイ酸/窒素比と白米タンパク質含有量の関係

について,基肥と追肥処理を比較したところ,肥料の

種類に関わらず,幼穂形成期後 7日目の追肥が基肥施

用と比較してケイ酸/窒素比が高まり,それに伴い白

米タンパク質含有率が低下した (図49).良質粒歩合

に及ぼす影響は1997年で判然としなかったが,1998年

は追肥によって増加 した.千粒重に関しては一定の傾

向が認められなかった (表43).

513 論-誰

本試験では,穂ばらみ期の指標として止葉期を扱い,

その窒素 ･ケイ酸栄養条件,特にケイ酸施用が不稔発

生に及ぼす影響について検討 した.水稲のケイ酸栄養

改善は菓面積の拡大とそれに伴 う光合成量の増加,受

光態勢の改善,根活性の向上や枯れ上がりの抑制に効

果があるとされ,これらの複合的な効果として多くの

知見がある24･25).また,ケイ酸カルシウムを施用した

場合に,花粉の夕べ- ト肥大の発生低下】57)や不稔歩

合の低下149,150)も報告 されている.これに対 し,本試

験でも,ケイ酸施用 (基肥および追肥)による不稔発

生軽減効果が認められた (表36,表38).また,止菓

期の茎葉の窒素とケイ酸含有量を分析した結果,ケイ

酸施用がケイ酸含有量を高めるとともに,特にケイ酸

追肥区で窒素含有量を低下させる傾向が得られた (義

36).葉身窒素濃度の増加が不稔発生を助長すること

は良く知られてお り13… 4),ケイ酸施用はケイ酸含有

量を高めることによる生育向上と光合成の促進による

炭水化物量の増大が図られ,相対的に窒素含有量を低

減することで稲体の耐冷性を強化した可能性がある.

さらに本試験では,｢窒素-ケイ酸栄養｣と ｢不稔

発生｣のメカニズムを解析するため,出穂始めの薪長

を調査した.薪長1.8皿皿以下では薪長の短縮に伴い不

稔歩合は増加するとい う過去の報告147)と同様に,人

工気象室内で不稔歩合を高めた試験 2では,出穂始め

の薪長が1.7mm以下と短かった (表38).ただし,冷害

年であった平成5年の平均気温が平年値-2--3℃程度

であった143)ことと比較すると,試験 2で行った人工

気象室内における温度処理 (日中22℃一夜間18℃,辛

均20℃)は平年値-1.5℃程度であり,必ずしも著しい

低温処理ではない.品種により影響が異なるが,遮光

が低温障害を助長するとの報告144)もあり,薪長の短

縮に対しては低温の影響に加えて,人工気象室による

日射量の減少なども影響していたと推察される.また,

試験 1の薪長については,1.8mm以下のものがあり,

蔚長と不稔歩合の間には試験 1,試験 2ともに負の高

い相関関係が認められた(図42).

薪長は内部の充実花粉数と関連していることが知ら

れてお り145･146),充実した花粉の蓄積には十分な炭水

化物の生成 ･転流が必要と考える.そこで,本試験で

は止葉期の茎部の炭水化物含有量に着目して分析を行っ

た.その結果,窒素施用量に関わらずケイ酸を施用し

た区,特にケイ酸追肥区で止葉期の茎部炭水化物含有

量が高まり,同様に薪長も増加していた (図38,図41).

また,薪の伸長には止葉期の炭水化物含有量と高い相

関関係が認められた (図40).これは花粉の成熟に対

して止菓期の炭水化物蓄積が重要であることを意味す

ると考え,この点については冷害時における優良事例

でも指摘されている150).この場合,炭水化物は解糖

系によるエネルギー生成や生体膜合成の基質として寄

与すると考えられる.ただし,不稔発生機構の研究か

ら,低温障害により薪-の炭水化物などの還元物質や

デンプンの転流阻害はなく,夕べ- ト細胞から小胞子

-の物質転流が阻害されているとされる142'.また,
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小胞子初期の冷温障害の原因として,4分子期まで小

胞子を包んでいるカロース膜の溶解異常と満腔液の酸

性化時期のずれが挙げられている159). したがって,

低温生理においては生体膜の正常な形成が重要であり,

稲体の炭水化物が生体膜合成プロセスに対して影響を

及 ぼす可能性がある. 北海道 にお ける過去の報

告158･L60)でも,穂ばらみ期における遮光により不稔歩

合が増加 した事例もあり,光合成量減少に伴 う炭水化

物の不足の影響が示唆される.

｢不稔歩合一新長一炭水化物含有量｣の関係につい

て,試験 1と試験 2の結果がほぼ同一-曲線により説明

されたことは,圃場と人工気象室内で栽培環境が異なっ

ても,薪長および炭水化物含有量と稲体の耐冷性の間

に強い連携があることを示していると考える (図40,

図42).また,茎部の炭水化物含有量は,窒素含有量

と負の相関関係にあり,ケイ酸含有量とは正の相関関

係が認められた (図39).したがって,ケイ酸施用で

は,ケイ酸含有量の増加 ･窒素含有量の低下,ケイ酸

/窒素比の向上,単位面積当たりの光合成能向上など

に伴 う,炭水化物蓄積の改善効果を経由して水稲の冷

害耐性強化に効果があったと推察する.

以上の結果をまとめると,筆者は ｢ケイ酸施用-ケ

イ酸吸収増加一単位面積当たりの光合成能向上-乾物

生産増加-窒素含有量低下 ･ケイ酸/窒素比の向上-

炭水化物含有量の増加-充実花粉の増加 ･薪長の増加

-冷害耐性強化｣という作用があったと考える.ただ

し,ケイ酸/窒素の影響を光合成能向上および炭水化

物蓄積,それに続く生体膜機能向上でのみですべてを

説明することは早計であると考える.穂ばらみ期の耐

冷性に関しては,植物ホルモンからのアプローチもあ

り,窒素吸収の多少や遮光が根由来のサイ トカイニン

や内生ジベレリンの生成に影響することが知られてお

り.61-'63),これが地上部の各器官に反応する伝達経路

のモデルも示 されている1与4).具体的に不稔発生との

関係では,根量および生理活性の低下やサイ トカイニ

ンの増加が穂ばらみ期の耐冷性を低下させるとの報告

もある165-1̀7).これ らを考慮すると,ケイ酸施用が根

の生理活性を高め,水稲体内における相対的窒素濃度

低下がサイ トカイニンやジベレリン濃度を低下させる

などの機作を介して薪の生育を促進できた可能性もあ

る.これに関しては,本試験だけでは十分に解析でき

ず推測の域を出ないため,今後の課題と考える.止葉

期の適当な窒素 ･ケイ酸栄養レベルについても,単年

度の本試験結果から早計に判断するのは難 しく,複数

年の気象条件における検討が必要と考える.

次に,不稔発生軽減に対して,ケイ酸の施用効果が

基肥区より追肥区で高い結果となった要因については,

ケイ酸の吸収時期との関連が挙げられる.一般に窒素

の吸収は生育初期に多く,幼穂形成期以前の吸収量が

総窒素吸収量の半量以上を占めているのに対して,ケ

イ酸の吸収量は分げっ期以降に増加する51).これは,

水稲側の要因と土壌側の要因と2つの要因があると考

えられるが,水稲にとってケイ酸は積極吸収される養

分であるため,生育初期には根群が作土層に十分に伸

長していないことと,水稲のケイ酸に対する要求度が

地上部の乾物生産が大きくなる幼穂形成期以降に高ま

るためと考えられる.土壌側の要因としては,土壌還

元の発達に伴い溶出が促進されることから,生育後半

のケイ酸供給能が高まるものと考えられている.本試

験の場合は,止葉期までのケイ酸吸収量はケイ酸基肥

区で,止葉期～成熟期のケイ酸吸収はケイ酸追肥区で

高い傾向にあった(表37).基肥で与えられたケイ酸は

生育初期から吸収 ･利用されるが,土壌吸着やアンモ

ニウムイオンとの共存による吸収抑制】68)などの影響

も考えられ,またケイ酸石灰の基肥は生育初期から中

期に効果があり,出穂以降の肥効は少ないとも報告さ

れている54).したがって,ケイ酸基肥区では,初期生

育促進による乾物生産増加とケイ酸吸収量増加があっ

たと考えられる.ケイ酸追肥は基肥と比較して,水稲

のケイ酸要求の高い幼穂形成期以降,特に穂ばらみ期

の指標である止葉期前後およびそれ以降の水稲におい

て効率的に吸収 ･利用されたと考えられる.

窒素含有量の観点から見ると,止葉期の窒素含有量

はケイ酸基肥区でケイ酸追肥区より高く (表36),窒

素吸収量もケイ酸基肥区で最も多い傾向にあった (秦

37).成熟期の総窒素吸収量もケイ酸基肥区で多く,

止菓期～成熟期の窒素吸収はケイ酸追肥区で多い傾向

にあった (表37).さらに,収量調査ではケイ酸追肥

区で 1穂籾数と総籾数が基肥区に勝る傾向にあり,ケ

イ酸基肥区で穂数と総籾数が勝る傾向であった (表39).

これらのことは,ケイ酸の基肥施用が生育初期から

の分げっ促進効果があり,茎葉も含めた総生育量が大

きくなったのに対して,ケイ酸追肥の場合は主に頴花

発育および退化時の稲体栄養条件を向上し,1穂籾数

の増加に反映したと推察する.つまり,ケイ酸基肥区

は初期から生育全体を促進し,ケイ酸栄養の向上に伴

う乾物生産向上と同時に窒素吸収も高められ,その結

果ケイ酸含有量およびケイ酸/窒素比が高まったのに



後藤英次 :北海道における高品質米生産に関する土壌化学性と合理的施肥法の研究 63

対して窒素含有量の抑制効果は低くなったと考えられ

る.ケイ酸追肥区は窒素吸収を高める効果は小さく,

むしろ止菓期では窒素含有量 ･窒素吸収量とも統計的

有意でないもののケイ酸無施用区より低い傾向にあっ

た.ゆえに,光合成向上に伴 う乾物生産増加による窒

素希釈効果と追肥直後のアンモニア吸収の抑制が複合

して発現した可能性がある.このような作用から,不

稔軽減に対しては冷害危険期の窒素含有量抑制と炭水

化物含有量増加により,ケイ酸追肥区がケイ酸基肥区

より効果的であったと判断する.ただし,アンモニウ

ムイオン増加がケイ酸吸収を抑制するのに対して,ケ

イ酸施用によるアンモニウムイオンの吸収抑制はない

との水耕試験における報告】6g)や,圃場試験のケイ酸

基肥施用における窒素吸収量は無施用区と同程度であっ

たとの報告153)もある.本試験における追肥処理 (幼

穂形成期)～止菓期の窒素吸収抑制については,その

機作も含めて検討が不十分であり,さらに検証が必要

と考える.

収量や産米品質については,不稔歩合の低下が精玄

米収量を高め,各米粒に配分される籾当たり窒素を減

少することにより,白米タンパク質含有量を低下させ

る結果を得た (表39).一般に,ケイ酸含有量の高い

稲の方が単位面積当たりの菓身光合成能が高まるとさ

れており,これは登熟期間における菓身からの過剰な

蒸散を抑えることで,葉の枯れ上がりが減少したため

と考えられる.さらにケイ酸施用により稲の生育を促

進することが認められ,このことから光の受け皿であ

る葉の面積が拡大される.(単位面積当たりの光合成

能の向上)×(菓面積の増加)-(稲個体としての光合成

量の増加)と考えられる.光合成量が高まることは,

通常ならば屑米や青未熟米となって捨てられていた粒

も充実した良質粒となることで,収量の増加 ･品質の

向上をもたらすものと推察される.また,玄米白度は

良質粒歩合と正の相関関係が認められる.これは,玄

米白度が玄米の熟色により影響を受けることから,育

未熟粒が減少し良質粒が増えることで,玄米白度が高

くなることによる.したがって,ケイ酸施用によって

玄米生産効率が高まることは,玄米白度の向上にも効

果的であることが判った.また,近年の米流通におい

ては低タンパク質米であることが重視されてお り,こ

の観点からもケイ酸栄養改善が重要であると考えられ

る.

次に,培養実験におけるケイ酸溶出試験の結果を見

ると,添加したケイ酸質肥料からの溶出は施用直後に

多く,その後次第に減少する傾向を示 した (図45).

また,表面施用と土壌混合では差が判然としなかった

(図46).このことから,ケイ酸質肥料を土壌表面に追

肥することで,生育ステージに対応して比較的速やか

に地表水中のケイ酸濃度を高められる可能性がある.

ただし,ケイ酸質肥料の特性としてはpH上昇に伴い,

土壌からの窒素放出を若干促進する可能性があり,本

実験の結果もそれを示唆した.先にも述べたように,

水稲生育と産米品質については,ケイ酸栄養と窒素栄

養の両面から検討する必要があり,以下では,ケイ酸

質肥料の追肥が幼穂形成期以降の水稲生育と産米品質

に及ぼす影響について考える.

ケイ酸質肥料の追肥はシリカゲルに よる試験と同様

に稲体栄養条件の改善をもたらし,不稔発生の低減と

乾物生産の向上を示 した (表43).また,窒素玄米生

産効率も高まることが明らかとなった.先に述べたよ

うに,玄米生産効率が高まった場合,稲の収量が増加

するのに反比例し,吸収されていた窒素は薄められ,

増収した分だけ白米中のタンパク含有量が低下するこ

とになる.基肥処理 (150gm~2)と追肥 (20,40g

m~2)の比較では,成熟期のケイ酸吸収量は基肥と追

肥処理間で大差ないが,茎葉のケイ酸/窒素比は追肥

処理の方で高まる傾向にあった (表42).また,窒素

玄米生産効率ではケイ酸カルシウムおよびケイ酸カリ

ウムの追肥処理で基肥処理よりも高まり,白米中のタ

ンパク含有率に関しては全ての資材で追肥処理の方が

低下する傾向にあった (図48).ただし,ケイ酸質肥

料の追肥の条件については,肥料の種類および追肥時

期で異なる.これまでの結果を総合的に考察すると,

追肥時期は幼穂形成期と幼穂形成期後7日目の追肥に

有意な差を認められないが,止菓期の茎部炭水化物含

有量や成熟期茎葉のケイ酸/窒素比の向上,白米タン

パク質含有率の低下などについて幼穂形成期後 7日目

の追肥が幼穂形成期追肥の効果を上回る事例が多かっ

た (図47,図48).また,ケイ酸質肥料の特性 として

は土壌からの窒素放出を促進 し,ケイ酸追肥による菓

身窒素含有量の低下に反する効果をもたらす可能性も

あることから,幼穂形成期後 7日目の追肥が望ましい

と判断した.また,施用量については,追肥の労力を

ると判断するが,窒素施肥量や土壌条件も含めて検討

すべき事項と考えられる.

このように,ケイ酸質肥料の追肥は,水稲の不稔発

生軽減と増収,産米品質の向上 (白米タンパク質含有
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量の低下,良質粒歩合および玄米白度の向上)に有効

であったが,初期生育の促進や総籾数の増加について

はケイ酸質肥料を基肥で施用した方が優る.また病害

虫に対する抵抗力のためにも,土壌のケイ酸肥沃度を

高めることが必要である.水稲はケイ酸を100gmー2近

く吸収することから,20-40gmー2程度のケイ酸質肥

料 (ケイ酸成分20-30%)の追肥だけでケイ酸吸収量

を十分に満たすことはできない.

したがって,筆者はケイ酸質肥料を基肥で与えた上

で,さらに安定 ･高品質な米づくりのためにケイ酸質

肥料の追肥を行うべきと考えている.しかし,追肥の

労力など課題もあるため,今後は簡便なケイ酸質肥料

の追肥法,安価でかつ溶出性の高いケイ酸質肥料の開

栄,基肥施用との有効な組み合わせ条件,ケイ酸追肥

の要否判定法などの検討すべき課題が残されている.
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第 6章 総合考察

北海道は,日本列島の最北端に位置し,亜寒帯気候

の特徴を有し,水稲の生育に重要な夏期には冷涼なオ

ホーツク高気圧の影響を強く受ける170).このため,

北海道の稲作は明治17年以降29回,戦後についても15

回の冷害に遭遇 してお り140),非常な困難を乗 り越え

て発展してきたと言える.北限に位置する北海道稲作

が冷害を克服 し,ここまでの安定 ･多収1)を得られた

のは,不断の品種育成 と栽培技術の進展1,13)によると

ころが大きい.しかし,戦後は増産を求められたこと

から,不利な気象環境の中で安定 ･多収を目指した結

果,食味 ･品質の低下を招き,北海道産米は低い評価

を受けた.

このようなことから,北海道では昭和46年 (1971)

から行われた米の生産調整において,高い生産調整比

率が割 り当てられた.このため,水稲の作付け面積は

年々減少し,平成15年 (2003)以降は12万haを下回る

作付けとなっている.米価の低迷も加わり,北海道稲

作は存亡に関わると言って良いほどの事態に至ってい

る.品種改良は ｢きらら397｣｢ほしのゆめ｣｢ななっ

ぼし｣などの良食味品種が育成されているが,その品

質は未だ本州産米の特A米レベルに達していない.

食味関連成分であるアミロース含有率は品種による

変動が大きく,タンパク質含有率は産地や栽培技術に

よる影響が大きいことが知られている4). したがって,

北海道米は品種開発によるアミロース含有率のさらな

る低下ともに,低タンパク質な米生産を目指した栽培

技術の開発が望まれる.

本研究の目的は,低タンパク質米の生産を目指した

肥培管理技術を確立することにある.そのため,生産

基盤である水田土壌の化学性の実態と課題を明らかに

し,加えて北海道における水田土壌の化学性と圃場有

機物 (稲わら残潅)分解に伴 う初期生育の阻害要因の

関連について解析するとともに,窒素とケイ酸施肥に

よる生育の改善と食味に与える影響を解明し,もって

北海道における低タンパク質米の生産に必要な肥培管

理技術を確立した.本章では,主要項目の間庵点の整

理と若干の考察および論議を加える.

6-1 北海道における水田土壌の化学性の現状と開

通点

米粒中のタンパク質含有率は,これまでの研究から

稲が吸収した窒素の玄米生産効率 (精玄米重/総窒素

吸収量)と負の相関関係を示すことが知られている.

玄米生産効率の高い稲を目指すには,上記の式の分子

である精玄米重の収量構成要素 (穂数,-穂初数)を

十分に確保する必要があり,これは生育初期から健全

かつ適正な生育を確保できることが重要となる.この

ような健全な稲の生育には,水田土壌基盤の適正化が

不可欠であり,北海道では従来から土壌理化学性の基

準,土壌診断と土壌区分に基づく施肥対応などが作成

され,普及指導が行われてきた38･40).しかし.過去の

土壌調査事業は水稲の健全な生育や玄米生産効率に大

きな影響を持つとされる培養ケイ酸,遊離酸化鉄,易

還元性マンガンなどに関して十分な調査 ･解析が見ら

れない.

水田土壌の化学性を診断基準値と対比すると (表8),

pH (H20)は診断基準に示された下限値以下の割合が

49.7%と多く,酸性化が進んでいることから水稲根の

伸長や養分吸収に対 して悪影響が懸念される.この酸

性化の程度は交換性塩基類の存在量に影響される.強

酸性の要因は水田土壌の交換性塩基,特に交換性カル

シウムの低いことが原因と考えられる.しかし,交換

性マグネシウムは平均値で574mgkg~1あり, 診断基準

以下の割合は12.8%と少ない.水野42)は北海道の中心

部を横断する蛇紋岩地帯の理化学性を解析し,蛇紋岩

土壌はマグネシウム含有率が高くアルカリ性を示すが,

マグネシウムが溶脱すると強酸性化することを究明し

ている.また,その周辺に分布する土壌はマグネシウ

ムが高いことを明らかにしている.したがって,道央

部の水田地帯で交換性マグネシウムの高かったのは,

蛇紋岩地帯がその中心を横切っていることから,母材

の特性に由来したものと考えられる.

水田土壌の培養窒素は水稲の生産力に関係する重要

な項目であるが43),従来の基準は収量性を重視し,設

定されている.一般に稲体の窒素は施肥から20-30%,

残り70-80%が土壌由来の窒素で構成されている44).

したがって低タンパク米の生産には生育後半に吸収さ

れる土壌窒素の制御が必要となり,培養窒素の評価を

活用した適正化技術の廃立が求められる.また,窒素

過多が懸念されていた泥炭土の培養窒素量がグライ土

より低いのは (表 1),これまで多量の客土が実施さ

れたことによるものと考えられる.ただし,培養窒素
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は土壌区分内の変動が非常に大きいため,湛水前に作

付け圃場の窒素診断を行い,窒素過多を避ける施肥対

応が必要である.

有効態 リン酸は平均値で500mgkgー1であり,診断基

準の下限値100mgkg~1の 5倍 ときわめて高く, リン酸

の蓄積傾向が認められた.北海道における1900年代の

稲作研究では冷害を克服するための技術開発が主要で

あり,遅延型冷害に対するリン酸施肥の効果が高かっ

た45).このためリン酸は水稲の吸収量をはるかに上回

る施肥が行われ,蓄積が進んだものと考えられる46).

有効態 リン酸の蓄積に対しては減肥対応が指導され,

300mgkgー1以上の場合のリン酸施肥は標準量の半量(4

gm~2) とされている. しかし500mgkg~1以上のような

著 しいリン酸過剰に対 して,さらなるリン酸減肥が可

能であるか判断する材料はない.北海道でのリン酸の

肥効は移植期から幼穂形成期の地温の低い時期が重要

であり,この時期は還元の発達が小さいため,土壌か

らの供給は少ない.したがって施肥 リン酸の役割は大

きく,リン酸肥沃度に関する基準と施肥対応の関係に

ついて,さらなる検討が必要と考えられる,

ケイ酸吸収は葉の水分状態を良好に保ち光合成の促

進19),いもち病50),菓鞘褐変病の軽減川,食味の向

上27)など各種効果が明らかにされている.このためケ

イ酸質肥料は全国各地の水田で利用されており,その

利用率は20-50%,平均30% と見積もられている52).

また吸収されたケイ酸は大部分が稲体中でプラン トオ

パールとなるが,これは風化に対する抵抗性が強く53),

住田54)は稲わらや稲わら堆肥に含まれるケイ酸の利用

率をそれぞれ 6%,3%であるとしている.北海道の

水稲のケイ酸吸収量を仮に100gm~2(稲体乾物1000g

m~2,ケイ酸含有率10% と仮定)とすると,稲わらや稲

わら堆肥から3-6gm~2が供給 されるため,ケイ酸質

肥料 (20gm~2と仮定)から4-logmー2供給されること

になる.この条件では土壌や濯蔽水から84-93gml2相

当量のケイ酸供給が必要とされる.また,ケイ酸含有

量を高めることは,先述した窒素玄米生産効率の式の

分子である精玄米重を千粒重や登熟籾数の改善により

向上すると考えられる.過去の北海道における報告で

ち,ケイ酸肥沃度の向上は,低タンパク米生産に有効

と判断され,その適正域を培養ケイ酸で160mgkgl以

上,100-160mgkg~1をやや不足域,100mgkg~1 を不

足域 とした27).これに対 して本研究における培養ケイ

酸は平均値で103mgkg~1ときわめて低く,51.0%の水

田で診断基準の下限値である100mgkg~Lを下回ってい

た (表 8).培養ケイ酸濃度を3次メッシュに展開し

た結果 (図11),特に培養ケイ酸濃度が水田面積の多

い北海道中央部で低いのは大きな問題であり,ケイ酸

供給力を勘案 したケイ酸質肥料の施肥対応が求められ

る.また,80mgkgJl以下の著 しい不足域の水田に対

しては客土によるケイ酸供給技術の活用も必要であ

る33).本試験では,客土やケイ酸資材施用を検討 し,

客土やケイ酸資材の施用による土壌ケイ酸肥沃度の増

進により,白米タンパク質含有量を低下でき得ること

を明らかにした.また,これに加えて客土技術は,有

機物含量の少ない客土材を選ぶことにより,可給態窒

素の放出量を低下させることが可能である.

遊離酸化鉄の平均値は18.6gkg~1と診断基準の下限

価 (15.Ogkg~1)を上回ったが,変動も大きく45.8%の

水田でこれを下回り,10,Ogkg~1以下も15.2%認めら

れた.北海道の水田土壌は泥炭土など易分解性有機物

の高い土壌型,灰色低地土 ･グライ土など排水不良な

土壌型が多いことから171),Eh (酸化還元電位)が低

下し易いと考えられる.さらに遊離酸化鉄含有量が低

い水田に対する稲わらなどの新鮮有機物の投入は,Eh

の急速な低下をまねき,水稲の生育に悪影響を与える

ことが懸念される.また,過去には秋落水田における

硫化水素の発生が土壌中の遊離酸化鉄濃度の低い土壌

で多いこと56),含鉄資材及び客土材の施用でその生成

が抑制されること57)が報告されている.北海道でも水

野 ら30)は硫黄 (S)1に対 し遊離酸化鉄 (Fe20,) として

5以下では水稲板の生育が顕著に抑制されることを明

らかにした.さらに硫黄を多く含む十勝岳泥流地帯に

おいて,遊離酸化鉄を多く含むアル ミニウム精錬鉱梓

の施用により,水稲生育の改善が認められている32).

水田土壌の遊離酸化鉄は,稲わらなど易分解性有機物

の分解が起こってもEhの低下による水稲根の障害が見

られない程度,また土壌中の硫黄に対するバランスを

維持できる程度に高めることが肝要と考えられる.特

に土壌区分から見た火山性土系や地域性から見た中央

部太平洋岸など,遊離酸化鉄濃度が低いと予想される

場合は,遊離酸化鉄の適正な水準を目指 した客土もし

くは含鉄資材の施用による土壌改良が必要と考えられ

る.客土および含鉄資材施用は,土壌の遊離酸化鉄濃

度を高め,根圏環境を改善して根活性を向上させた.

水稲の生育は,幼穂形成期における茎数の増加が見ら

れ,これが穂数の増加をもたらした.遊離酸化鉄濃度

の適正値に関しては,全硫黄濃度0.8gkgLl以下の水田

土壌における遊離酸化鉄の適正水準を20gkg~1(Fe/S
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モル比10)とし,全硫黄濃度0.8gkgl以上の水田土壌

の場合には遊離酸化鉄濃度が20gkgl以上であっても,

Fe/Sモル比10を目標に遊離酸化鉄濃度を高めるべきと

判断し (図17,図18),これを基準とした改善技術の

実施を提案した.

以上のように,化学性の観点からみた北海道の水田

土壌は,交換性塩類が少ない強酸性土壌が多く分布 し,

加えて可給態のケイ酸と遊離酸化鉄含有量の少ない,

本州における老朽化水田に類似 した土壌の多いことを

明らかにした.したがって,これらを改善することに

より,水稲初期生育の改善が図られ,収量構成要素の

増加や登熟能力向上による低タンパク質米の生産が図

られるものと判断される.

6-2 土壌有機物管理が高品質米生産に与える影響

先の土壌改良の試験を見ると,遊離酸化鉄濃度の増

加は土壌還元を抑制する効果があり,水稲の初期生育,

特に根の伸長を促進することが認められた.水田土壌

の還元発達を大きく左右する要因としては,湛水条件

下で嫌気的分解される稲わらなどの多少が挙げられる.

初期生育の抑制と養分の吸収阻害は,すき込まれた有

機物の嫌気的分解に伴 う芳香族カルボン酸生成が大き

な要因とされる65･66).培養試験結果を見ると,稲わら

無施用条件では芳香族カルボン酸 (安息香酸,2-フェ

ニルプロピオン酸,3-フェニルプロピオン酸)の発

生量が非常に小さいのに対して,稲わら添加条件で著

しく高まっていた (表12,表 13).したがって,北海

道の水田土壌においても稲わらすき込み条件による芳

香族カルボン酸の蓄積が,水稲の初期生育に大きなダ

メージを与えている可能性があると考える.また,そ

のピークは30℃で10日後頃 (積算温度300℃),20℃で

13日～20日後頃 (積算気温260℃～400℃)であった.

本道水田の5･6月の水温 ･地温は20℃以下であり,

具体的に上川農試で調査したデータでは,6月の地温

(深さ10cm)の平均が15-20℃の範囲内に推移 してい

た (図22).したがって水田での芳香族カルボン酸の

ピークは,一般的に入水が行われる5月中旬から約 1

ケ月後頃の6月上旬～中旬,すなわち活着から茎数増

加にかけての重要な時期に当たる.

上川農試の稲わら連用 (稲わら春混和)土壌では,

有機物無施用土壌より各種芳香族カルボン酸濃度が低

く推移 した (図23).これは,稲わら連用により,水

田土壌中における分解菌の活性が高まり,有機物分解

の中間生成物である芳香族カルボン酸の滞留時間を短

縮 してい8,可能性がある.ただし,寒冷地の稲わら分

解に伴 う生育阻害物質の蓄積と稲わら連用による土壌

の有機物分解活性の向上の関係については,知見が少

なく,今後さらに研究が必要と考える.また,芳香族

カルボン酸の生成 ･蓄積には土壌間差異が認められ,

易分解性有機物量や分解菌 (嫌気性菌)の存在状態,

さらに土壌の酸化容量 (土壌中の酸素,硝酸,易還元

性マンガン,遊離酸化鉄を酸素に換算合計したもの)

の大小が影響していると考えられる.遊離酸化鉄の補

袷 (酸化容量の拡大)を行った区の芳香族カルボン酸

のピークは,無施用に対して低く,かつ発生期間が短

期間に抑えられていた (図24).

このように,稲わら等未分解の有機物が湛水条件で

ある水田作に持ち込まれることは,嫌気的な分解生成

物の発生から見て,望ましいことではないが,実際場

面においてその搬出は容易でない.また,｢有機農業｣

｢クリーン農業｣などに見られるように,地力の維持

や肥沃度の向上からは,有機物 (稲わらも含めて)を

用いた水稲栽培が求められる.ゆえに,予想される有

機物の分解や土壌還元,有害物質の蓄積などを最小限

にとどめつつ,有機物資源の有効活用を図らなければ

ならない.本試験では,湛水以前の稲わらの好気的分

解を促進し,湛水後の分解基質を減少する方法,湛水

期間の土壌還元を抑制し,有害物質の排除方法につい

て検討 した.

水田-の分解基質持ち込みを減少する手法としては,

稲わらの圃場外-の持ち出しや堆肥化による分解促進

が有効である81･85). しかし北海道では稲わらの約6割

が圃場に放置され,その多くが春にロータリー混和さ

れる実態を勘案すると59),圃場内における分解促進手

法の確立が重要となる.過去にも分解促進のための資

材について検討されているが,その効果は報告によっ

て異なる87-89).また,北海道における冬期間の水田地

温は,本州以南と比較して低温に推移する90･91).本試

験を行った上川農試水田における調査では,非湛水期

間で平均地温10℃以上を確保できるのは収穫時 (9月)

～10月下旬までと,4月下旬～5月上旬のわずかな期

間に限られ,稲わらを酸化的に分解する微生物の活動

は極めて低いことが推測される.

培養試験の結果から稲わらの分解は 5℃のような低

温条件でも緩慢に進行しており,さらに窒素肥料およ

び分解促進資材の添加で促進効果が認められた (表16).

一方,20℃培養では,資材添加による分解促進効果が

5℃ほど顕著ではなかった.これは温度条件が高いこ
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とにより,土着の微生物が充分に活動できる環境にあっ

たため,さらなる資材添加効果が低かったと考えられ

る.過去に行われた調査から北海道における冬期間の

稲わら分解率 (10月下旬～11月上旬に散布し, 5月中

旬～下旬に回収)は20-40%と報告92)されてお り,

より実態に近いと考えられる5℃条件の試敦結果から,

窒素肥料および分解促進資材添加は稲わら分解促進に

有効であると判断される

稲わらをすき込みの実態は,水田作土が多湿な条件

で実施されることも多く,土壌の練り返しによる透排

水の不良と有機物分解に対する悪影響が見られる.こ

れに対して木村ら93),松本ら94'は有機物を表層のみに

浅く混和することで有機物分解に伴う還元の軽減技術

を提案した.土壌の表層は比較的水分が少ないために

混和作業が容易であることや,深さ12-15cm程度の慣

行のすき込みと比較して稲わらが表層に存在するため

分解に必要な温度や酸素を得られるなどの利点が推察

される.本試敦の結果を見ると,土壌表層における稲

わら秋混和区の炭素の減少率は,稲わら春混和と比較

して有意に高くなっており,秋の土壌混和が稲わら分

解に有効であった (表18).さらに秋混和と分解促進

処理 (肥料添加,分解資材添加)を組み合わせた場合

は,一層分解が促進されていた.次年度の水稲収穫時

までにおける炭素の累積減少率は60%程度であり,各

処理区の差は小さく,湛水期間の分解量は春耕起まで

の炭素減少率が低い場合に高まる傾向にあった (表20).

既往の報告95-97)から推察すると,水稲の作付け後まで

に稲わらの易分解性画分 (全糖,デンプン,- ミセル

ロースなど)が分解 され,収穫時には難分解性画分

(リグニンなど)が残存したもの~と考えられる.

酸化的な土壌環境形成を目指した有機物分解による

還元の軽減対策を提案するために,水管理と圃場排水

改良について検討した.水管理として良く知られてい

る中干し処理は,十分な土壌乾燥を行うことで,処理

後に酸化還元電位が急速に上昇し,その後も比較的高

く推移することが知られている9岬).これは中干し処

理によって水田土壌中に多量の酸素が供給されること

で,土壌の表層がより酸化的状態に移行していること

を示すものである.しかし,長期の中干しは幼穂に対

する低温障害の危険性もあることから,十分な土壌の

乾燥を得るのは容易でない.本試験では,中干しと比

較して落水期間が短いため土壌乾燥は劣るが,一定の

土壌酸化効果が期待される間断港概について検討した.

幼穂形成期前 (6月下旬～ 7月初旬)における強程

度 (pFl.8-2.0)の間断濯概は,ほぼ中干しに準じる

効果があった (図25).しかし,pFl.5以下の弱程度の

間断濯概ではその効果が低かった.pFl.5以下の場合

には,土壌中の粗大孔隙のみが排水され,そこに大気

の侵入が行われた状態であり,土壌と酸素の接触面積

が比較的少ないため酸化の程度も弱く,その効果も粗

孔隙部に局在 している.これに対してpFl.8以上にな

進むため1041,土壌酸化される表面積が拡大するとと

もに,土層全体へ及んだためと推察される.これによ

り土層の広い範囲で土壌の還元発達を抑制し,有機物

の分解生成物による生育の抑制をある程度軽減できる

とともに,排水による有害成分の流去も期待される.

圃場の排水改良に関しては,暗渠排水に対する新た

な補助工法である砂充填細溝心土破砕 (砂心破)を開

発し,細かい排水溝を圃場全体に密に形成することを

試みた.強粘質な土壌に対する通常の無材心破は,水

稲作付けにより溝の再連結が起こり,その排水機能の

持続性について問題となるが,砂心破の充填溝は,疎

水材充填により施工3-4作後でも十分な排水機能を

維持 していた (表24,図28).その結果,砂心破処理

区は,湛水期間の縦浸透量および暗渠排水量が増加し,

落水後の作土水分低下が認められた.浸透水による酸

素供給は,湛水期間の土壌還元進行の緩和に有効であ

り,根圏環境の改善に効果を示した (図30).水稲初

期生育は,無施工区と比較して砂心破施工区で優る傾

向にあり,根重の増加にも効果が認められた (表26).

成熟期茎葉のケイ酸含有率やケイ酸/窒素比も砂心破

施工区で増加 してお り,土壌環境改善による根活力向

上が生育後半まで,生育に対して良好な影響を与えた

ものと考えられる (表27,表28).このような速やか

な地表水排除と乾燥は,湛水期間の土壌還元を緩和す

ると同時に,秋収穫後の稲わらすき込みなど有機物管

理についても作業を容易にすることから.実用場面の

ニーズに合致するものであると考える.

以上のように,有機物 (特に稲わら残液)施用が水

稲の生育に及ぼす影響は古くから重要な課題となって

いる.現在指導されている稲わら搬出,堆肥化後の圃

場散布は必ずしも容易でないことから,稲わらの春す

き込みが多く見られ,稲わら残液が湛水後に嫌気的分

解され,芳香族カルボン酸の生成などにより,初期生

育を抑制している可能性が示唆された.これに対処す

るためには,収穫後速やかに作土表層に浅耕混和する

ことが有効であり,その際には適当な窒素肥料および
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微生物資材の併用が望ましい.幼穂形成期前の間断港

概や新たな圃場排水技術 として砂充填細溝心土破砕

(砂心破)が還元の発達を抑制することや生育阻害物

質の排除に有効であった.これらの技術は,初期生育

確保につながることから,低タンパク質米の生産技術

として期待 される.

6-3 高品質米生産を目指 した窒素およびケイ散の

合理的施肥法

玄米生産効率の高い稲を目指すには,前述のように

移植後の初期生育 (根伸長,分けつ,穎花形戚)の旺

盛なことが望ましく,その対策の幾つかを示 した.吹

に,生育中期以降は,形成された分けつや穎花のロス

を少なくすること,特に不稔発生の抑制が重要である.

出穂期以降は,葉身の光合成能を高く維持することに

より,形成された各籾に十分な炭水化物 (主にデンプ

ン)を配分することが不可欠となる.ただし,生育量

の増加が窒素吸収量の増加に連動 した場合,玄米生産

効率は高まらない.むしろ,窒素過多による過繁茂は

菓身間の光競合による登熟不良や,倒伏などによる登

熟停止などをもたらす可能性もある･耳た,低タンパ

ク質米の生産には総窒素吸収量以外にも,窒素の吸収

時期も関係すること,つまり生育後期に吸収される窒

素が米粒中のタンパク質含有率を高めることが指摘さ

れている15･108･110). したがって,低タンパク質米生産を

目指すには,適切な窒素の吸収パターンとなる技術を

確立するとともに,窒素当たりの乾物生産効率を高め

る観点からの水稲生育促進が望ましい.本試験では,
＼

これらのことを目指した合理的な窒素施肥方法および

ケイ酸施肥方法の確立とその効果を解析 した.

具体的には,重窒素標識硫安を用いた施肥窒素量お

よび表層施肥,側条施肥に関する試験を水田圃場で実

施 し,窒素の利用率とこれの分配,白米タンパク質含

有量,さらにその経年的消長に関する影響を解析した.

また,活着期から登熟期まで水稲の各生育ステージに

わたって窒素の追肥試験を実施 し,窒素の追肥時期と

利用率,稲体内における分配,特に白米タンパク質含

有量に及ぼす影響について検討 した.

北海道の水田における施肥法は全層施肥が基本となっ

ている.本試験における全量全層施肥 した窒素の利用

率は,ほぼ30-40%の範囲にあり,施肥窒素量の増加

に伴って多くなる傾向にあった (表29).成熟期の窒

素吸収量に占める施肥由来窒素の比率も直線的に高まっ

た.これは,全量全層区 (4,8,12,16gm-2区)の土壌

由来窒素の吸収量が全量全層区で8.68-9.84gmL2と若

干増加 しているのに対し,施肥窒素の吸収量(表29,A-

B)は施肥量によって1.30-6.58gmー2と顕著に増加す

るためである.

稲体に吸収された施肥窒素は水稲の各器官に分配 ･

転流 された後,その多 くが米粒中に移行する125･129)

移行後の稲体における分配を見ると,吸収された窒素

の穂部-の分配率は全量全層 4gm~2区で65.8%,8g

m~2区で63.5%,12gm2区で61.9%,16gm2区で51.3%

であり,反対に葉鞘および梓-の分配率は施肥窒素量

の増加に伴って増加する傾向にあった(図31).その理

由として,施肥窒素量の増加に伴って茎葉が繁茂する

ものの,不稔歩合の増加や登熟歩合の低下をもたらす

ことが挙げられる (表30).吸収された窒素の穂部-

の分配率の低下は,一見して白米タンパク質含有量の

低下につながるようにも考えられるものの,施肥窒素

量に伴 う施肥窒素吸収量の増加 (8gm~2区 :2.84gm2

-16gm~2区 :6.58gm~2)が大きいことにより,分配率

を乗 じた白米-の分配施肥窒素量 (8gm~2区 :1.29g

mー2-16gm~2区 :2.60gm~2)が増加 した.8gm~2区に対

して 16gm~2区の白米へ分配された施肥窒素量が約 2

倍になっているのに対 して,総籾数の増加は1.23倍に

すぎなく,不稔歩合も2倍以上になっていたため,稔

実籾数は1.03倍であった (表30).このため,白米当

た りに分配された施肥窒素量 (1000粒当たりの窒素

mg)は 8gm~2区で51,5mg,16gm~2区で100.8mgと明ら

かに高まることから,結果的に日米中のタンパク質含

有量 (8gm~2区 :73.8gkg~1-16gm~2区 :84.9gkgl)

が高められたと考えられる.

次に,表層施肥と側条施肥はともに苗移植時の根近

傍に窒素を施肥することにより,初期生育の促進を目

的としている.これらの窒素施肥法は下位分げっの促

進を通 じて早期に茎数を確保でき,寒冷な北海道でも

安定 ･多収が得られるとされる.したがって,これら

の窒素施肥法では生育初期の茎葉の形成に対する関与

が大きく,穂-の窒素の転流は少ないことが予想され

た.表層施肥の利用率は全層施肥より低 く,側条施肥

に比較するとさらに低かった (表29).また,側条施

肥は全層施肥に比較 して,穂部および白米-の窒素の

移行が少ない特徴があった (図31).茎葉に関して詳

細に見ると,側条施肥で菓身 と葉鞘,特に葉鞘-の分

配が高まっていた.葉鞘-の分配が大きいことは,水

稲初期の窒素吸収が高まったことで分げっが促進され,



70 北海道立農業試験場報告 第116号

分げっした茎の形成に必要な窒素が葉鞘に移行したた

めと考えられる.出穂後には茎葉から穂-窒素の転流

が起こるものの,個体を維持していくために窒素を葉

鞘および梓に保持する必要があり,茎葉に分配された

窒素が高く維持されたものと推察される.

全層施肥由来の窒素は止葉期以降においても吸収さ

れているが,表層および側条施肥に由来する窒素のほ

とんどが止葉期以前に吸収されていた (図32).この

ことは,施肥位置によって窒素の利用率が異なるだけ

でなく,吸収時期や稲体各器官-の分配が相異したこ

とを示すものである.ゆえに,全層+表層区では,窒

素の利用率が全層施肥に比べて低く,施肥窒素の吸収

が生育の前期に集中するため穂部-分配される窒素量

が少なくなることから,白米タンパク質含有量が低く

なると考えられる.全層+側条区では,施肥窒素の利

用率が高いものの,全層+表層区と同様に窒素吸収が

生育の前期に行われること,及び茎葉部-の分配と比

較して穂部-の分配が/｣､さくなることにより,白米タ

ンパク質含有量が低下すると考えられる.また,不稔

歩合は総施肥窒素量が同等の全量全層8gm~2区と比較

して全層+側条区では少ない傾向にある.全層+側条

区は止葉期以前の窒素吸収量 (施肥由来と施肥由来以

外の加算)が多いことから,初期生育が盛んになり,

有効茎を早期に確保できたことが不稔の発生を少なく

したと推察される.これに対して,全量全層施肥では

止葉期以降の窒素吸収も多く,遅発分けつから出穂 し

た籾が総籾数に含まれたため,結果的に不稔歩合が高

まった可能性がある.この結果,白米当たりに分配さ

れた吸収施肥窒素量 (1000粒当たりの窒素mg) は全

量全層 4gm~2区の28.4mgと比較して,全層+側条区の

側条分 4gm~2で21.9mgと少ない (表30).

さらに,施肥された基肥窒素の残留と次年度以降-

の影響に関して検討 した結果,施肥窒素は初年目にほ

とんどが利用され, 2年目は初年目の1/10程度, 3年

目は初年目の1/20程度であった(表35).ゆえに,基肥

窒素の次年度以降の水稲-の影響は小さいと考える.

これまで基肥窒素に関して述べたが,北海道におい

て幼穂形成期後 7日目の追肥と止葉期の追肥技術も普

及していることから,追肥時期に関する試験を実施 し

た.追肥窒素の利用率は,止葉期～出穂期後10日日追

肥をピークにする傾向を示した (図33).出穂期以降

の利用率は概ね生育の進行に伴って減少する傾向にあっ

た.これは出穂期頃までは水稲根の発達に伴い,追肥

窒素を効率的に吸収できるようになったことを意味す

るが,出穂期以降は一般に新根の伸長はほとんど停止

し131),反対に老化が進むことにより吸収能が低下し

たことによるものと考えられる.追肥窒素の利用率に

対する基肥窒素量の影響を見ると,幼穂形成期から出

穂期の追肥窒素の利用率は,基肥窒素量の増加に伴っ

て上昇する傾向を示した(図33).これは,基肥窒素量

が少ない条件では追肥前の茎葉および根の生長量が少

なく,追肥窒素を吸収する能力が劣ったためと推察す

る.出穂期以降については,全体的には急速に低下し

ていくものの,むしろ基肥窒素量の少ない基肥窒素 6

gm~2区で利用率の低下が緩慢であった.このことのつ

いて十分な解析は難しいが,穂部-の蓄積が影響して

いると考えられる.窒素化合物および光合成同化産物

に対す る栄養生長期のシンクは新薬および根であ

り132),根の生長に必要な窒素の多くが地上部から供

給されている133).これに対 し,生殖生長期は穂部が

強いシンクとなり,樵-の分配が減少する.また,シ

ンクである穂を切除することにより,同化葉以外の葉

および梓-の光合成産物の蓄積が進む134).すなわち,

総籾数が少ない基肥窒素 6gm~2区では出穂以降のシン

ク能が小さいため,光合成同化産物の穂部-の分配が

少なく,根部-の配分が維持されることで旧根の活性

を維持し,新根の伸長を促進したのではないかと推察

する.また,稲の下位葉は根との関係が深く,下位葉

から根に送り込まれた同化産物は根の呼吸に消費され,

そのエネルギーによって養分が吸収される135). した

がって,多肥条件では過繁茂になり,下位葉-の日射

が不足することで根-の同化産物の供給が不足したも

のと考えられる.

追肥窒素の分配率を生育ステージ別で見ると,出穂

期までは生育の進行に伴って穂部-の分配が高まる傾

向を示した(表31).特に幼穂形成期後 7日目追肥と止

葉期追肥を比較すると,止葉期は追肥窒素の利用率が

高いことに加えて,同化部位である葉身-の分配が低

下するのに対して,貯蔵部位である穂の分配が高まっ

ていた.これは,止葉期追肥の時期になると茎数や穂

数がほぼ決定しているため,窒素の多くが形成過程に

ある穂部に蓄積したものと考えられる.

1994年と1995年の基肥窒素 8gm~2区に追肥した結果

を見ると,追肥窒素の白米利用率は出穂期後10日日≒

出穂期≒止葉期>幼穂形成期7日目>幼穂形成期となっ

た (図34).これは,追肥窒素の利用率が止葉期～出

穂期後10日目にピークとなったことや,稲体内におけ

る吸収窒素の各器官-の分配先が生育の進行とともに
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変化 したことによるものと考えられる.白米に蓄積さ

れた窒素中の追肥由来窒素は,止菓期～出穂期後10日

目の追肥時期で,白米中窒素の 1割以上であった (表

32),また,止菓期～出穂期後10日目程度の追肥処理

は,全層基肥窒素区(1995年無追肥)における白米タン

パク質含有量 (基肥窒素 6gm2区が61gkgl,基肥窒素

8gmr2区が66gkg｣,基肥窒素10gmー2区が67gkg∴ 図

表省略)と比較すると,白米タンパク質含有量で 8-

13gkg~】高まったことになる (表33).これは,低タン

パク質米を指向していく上で無視できるものではな

い108).これに対 し,幼穂形成期～幼穂形成期後 7日

目の範囲では,白米タンパク質含有量の増加が 0-6g

kg~l程度であったことから,食味に及ぼす影響も比較

的小さいと判断する.特に幼穂形成期後 7日目追肥と

止菓期追肥を比較すると,幼穂形成期後 7日目追肥の

場合,徳-の分配率および白米-の利用率が止菓期以

降の追肥より低く,反対に総籾数を増加する働きの大

きいことが認められる.このため,幼穂形成期後 7日

目追肥により吸収された窒素は個々の白米に転流する

窒素が希釈され,白米当たりの分配追肥窒素量は高く

ないことから,産米の白米タンパク質含有量はあまり

高まらない.止菓期追肥の場合,追肥窒素の利用率が

幼穂形成期後 7日目より高いとともに,総籾数を増加

させる効果が小さいため,白米当たりの分配追肥窒素

量は高く,産米の白米タンパク質含有量を高めたと考

えられる, ′

以上の結果から,玄米収量と白米タンパク質含有量

を勘案した場合,全層施肥と側条施肥の組み合わせが

合理的であり,追肥に関しては止菓期以降の追肥は行

わず,幼穂形成期後 7日目に追肥を行 うことが効果的

と判断できる.

続いて生育中期以降の収量構成要素維持については,

形成された分けつや穎花のロスを少なくする視点から,

耐冷性を強化し,不稔発生の抑制を図る必要がある.

耐冷性と菓身窒素濃度の関係は良く知られてお り,窒

素濃度の増加が不稔発生を助長することから,その対

策として過剰な窒素吸収の抑制が指導されてきた.し

かし,耐冷性強化を目的とした大幅な窒素削減は収量

確保の観点から困難であり,窒素施肥に依存しない冷

害対策も必要である.過去のいくつかの報告から,ケ

イ酸含有量と窒素含有量は負の相関関係にあることが

認められている27,畑.また,ケイ酸カルシウムを施用

した場合に不稔歩合が低下した事例もあるL49J50). し

たがって,本試験では,穂ばらみ期の指標として止菓

期を扱い,その窒素 ･ケイ酸栄養条件,特にケイ酸施

用が不稔発生に及ぼす影響について検討した.ケイ酸

にシリカゲルを用いた試験の結果,ケイ酸施用 (基肥

および追肥)による不稔の発生を軽減する効果が認め

られた (表36).止菓期の茎葉の窒素とケイ酸含有量

を分析した結果,ケイ酸施用がケイ酸含有量を高める

とともに,特にケイ酸追肥区で窒素含有量を低下させ

る傾向が得られた (表36).ケイ酸施用はケイ酸含有

量を高めることによる生育向上と光合成の促進による

炭水化物量の増大が図られ,相対的に窒素含有量を低

減することで稲体の耐冷性を強化 した可能性がある.

出穂始めの薪長を調査した結果,薪長1.8…以下で

は薪長の短縮に伴い不稔歩合は増加するという過去の

報告147)と同様に,薪長と不稔歩合の間にはともに負

の高い相関関係が認められた(図42).薪長は内部の充

実花粉数と関連 していることが知られてお り145･】46),

充実した花粉の蓄積には十分な炭水化物の生成 ･転流

が必要と考える.止葉期の茎部の炭水化物含有量を分

析した結果,窒素施用量に関わらずケイ酸を施用した

区,特にケイ酸追肥区で止菓期の茎部炭水化物含有量

が高まり (図38),同様に薪長も増加していた (図41).

また,薪の伸長には止菓期の炭水化物含有量と高い相

関関係が認められた (図40).これは花粉の成熟に対

して止葉期の炭水化物の蓄積が重要であることを意味

すると考えられ,この点については冷害時における優

良事例でも指摘 されている150).この場合,炭水化物

は解糖系によるエネルギー生成や生体膜合成の基質と

して寄与すると考えられる.低温生理においては生体

膜の正常な形成が重要であり,稲体の炭水化物が生体

膜合成プロセスに対して影響を及ぼす可能性がある.

北海道における過去の報告凧 160)でも,穂ばらみ期に

おける遮光により不稔歩合が増加 した事例もあり,光

合成量の減少に伴 う炭水化物の不足が示唆される.

以上の結果をまとめると,筆者は ｢ケイ酸資材の施

用-ケイ酸吸収の増加一単位面積当たりの光合成能の

向上-乾物生産の増加-窒素含有量の低下 ･ケイ酸/

窒素比の向上-炭水化物含有量の増加-充実花粉の増

加 ･薪長の増加-冷害耐性の強化｣という流れの作用

があったものと考える,

さらに,不稔発生軽減に対 して,ケイ酸の施用効果

が基肥区より追肥区で高い結果となったが,その要因

については,ケイ酸の吸収時期との関連が挙げられる.

一一般に窒素の吸収は生育初期に多く,幼穂形成期以前

の吸収量が総窒素吸収量の半量以上を占めているのに
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対して,ケイ酸の吸収量は分げっ期以降に増加する54).

これは,生育初期には根群が作土層に十分に伸長して

いないためや,水稲のケイ酸に対する要求度が地上部

の乾物生産が大きくなる幼穂形成期以降に高まるため

と考えられる.本試験の場合,止菓期までのケイ酸吸

収量はケイ酸基肥区で,止葉期～成熟期のケイ酸吸収

はケイ酸追肥区で高い傾向にあった(表37).基肥で与

えられたケイ酸は生育初期から吸収 ･利用されるが,

土壌吸着やアンモニウムイオンとの共存L.=よる吸収抑

制168)などの影響も考えられ,またケイ酸石灰の基肥

は生育初期から中期にかけて効果が認められ,出穂以

降の肥効は少ないと報告されている54).したがって,

ケイ酸基肥区では,初期生育の促進による乾物生産の

増加とケイ酸吸収量の増加があったと考えられる.ケ

イ酸追肥は基肥と比較 して,水稲のケイ酸要求の高い

幼穂形成期以降,特に穂ばらみ期の指標である止葉期

前後およびそれ以降の水稲において効率的に吸収 ･利

用されたと考えられる.

窒素含有量の視点から見ると,止葉期の窒素含有量

はケイ酸基肥区でケイ酸追肥区より高く,窒素吸収量

もケイ酸基肥区で最も多い傾向にあった (表37).成

熟期の総窒素吸収量もケイ酸基肥区で多く,止葉期～

成熟期の窒素吸収はケイ酸追肥区で多い傾向にあった

(表37).さらに,収量調査ではケイ酸追肥区で 1穂籾

数と総籾数が基肥区に勝る傾向にあり,ケイ酸基肥区

で穂数 と総籾数が勝る傾向であった (表39).これら

のことは,ケイ酸の基肥施用が生育初期から分げっに

対する促進効果があり,茎葉も含めた総生育量が大き

くなったのに対して,ケイ酸追肥の場合は主に頴花発

育および退化時の稲体栄養条件を向上し,1穂籾数の

増加に反映したと推察する.つまり,ケイ酸基肥区は

初期から生育全体を促進し,ケイ酸栄養の向上に伴 う

乾物生産の向上と同時に窒素吸収も高められ,その結

果､ケイ酸含有量およびケイ酸/窒素比が高まったと

考えられる.ケイ酸追肥区は窒素吸収を高める効果は

小さく,むしろ止葉期では窒素含有量 ･窒素吸収量と

も統計的に有意性が認められないもののケイ酸無施用

区より低い傾向にあった.それゆえ,光合成の向上に

伴 う乾物生産の増加や窒素の希釈効果と追肥直後のア

ンモニア吸収の抑制が複合して発現した可能性がある.

このような作用から,不稔軽減に対しては冷害危険期

の窒素含有量の抑制と炭水化物含有量の増加により,

ケイ酸追肥区がケイ酸基肥区より効果的であったと判

断する.

収量や産米品質については,不稔歩合の低下が精玄

米収量を高め,各米粒に配分される籾当たり窒素を減

少することにより,白米タンパク質含有量を低下させ

方が単位面積当たりの葉身の光合成能が高まるとされ

ており,これは登熟期間における菓身からの過剰な蒸

散を抑えることで,葉の枯れ上がりが減少したためと

考えられる.これらを整理すると,(単位面積当たり

の光合成能の向上)×(菓面積の増加)-(稲個体として

の光合成量の増加)となる.光合成量が高まることは,

通常ならば屑米や青未熟米となって捨てられていた粒

も充実した良質粒となることで,収量の増加 ･品質の

向上をもたらすものと推察される.また,玄米白度は

良質粒歩合と正の相関関係が認められる.これは,玄

米白度が玄米の熟色により影響を受けることから,育

未熟粒が減少し良質粒が増えることで,玄米白度が高

くなることによる.したがって,ケイ酸施用によって

玄米生産効率が高まることは,玄米自度の向上にも効

果的であることが判明した.

次に,市販ケイ酸質肥料を用いて追肥効果を検討し

た.市販ケイ酸質肥料の施用は,シリカゲルによる試

験と同様に稲体栄養条件の改善をもたらし,不稔発生

の低減と乾物生産の向上が見られ,窒素玄米生産効率

も高まることが明らかとなった.ケイ酸質肥料の追肥

時期は,幼穂形成期と幼穂形成期後 7日目の追肥に有

意な差を認められないが,止葉期における茎部の炭水

化物含有量や成熟期茎葉のケイ酸/窒素比の向上,白

米タンパク質含有率の低下などで,幼穂形成期後7日

目の追肥が幼穂形成期追肥の効果を上回る事例が多かっ

た (表42,図47,図48).また,ケイ酸質肥料の特性

としては土壌からの窒素放出を促進し,ケイ酸追肥に

よる葉身窒素含有量の低下効果と異なる可能性もある

ことから,幼穂形成期後 7日目の追肥が望ましいと判

断する.また,施用量については,追肥の労力を考慮

すると20-40gm~2程度で一定の効果が期待される.

以上のように,ケイ酸質肥料の追肥は,水稲の不稔

発生の軽減と増収,産米品質の向上 (白米タンパク質

含有量の低下,良質粒歩合および玄米自度の向上)に

有効であったが,初期生育の促進や総籾数の増加につ

いてはケイ酸質肥料を基肥で施用した方が優る,水稲

はケイ酸を100gm~2近く吸収することから,20-40g

m~2程度のケイ酸質肥料 (ケイ酸成分20-30%)の追肥

だけでケイ酸吸収量を十分に満たすことはできない.

したがって,筆者はケイ酸質肥料を基肥で与えた上で,
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A)現状と課題
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の向上や生育初期の
路地1蛮去R蕗LJv:折1先"i.,

吸収促進.不稔軽減などによる収量構

.白米タンパク質含有量の低下を目指

図50.北海道における水稲生育の課題とその改善方向
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さらに安定 ･高品質な米づくりのためにケイ酸質肥料

の追肥を行 うべきであると考える.

6-4 まとめ

これまで述べてきた結果をまとめて,図50に示した.

現状の課題は,土壌の酸化容量や可給態のケイ酸肥沃

度の不足や,稲わら残液のすき込み,窒素吸収時期の

遅れなどが,初期生育の不足や不稔による収量構成要

素の不足と玄米生産効率の低下に反映し,高白米タン

パク質含有量に代表されるような産米品質-の悪影響

を与えると考えられる.北海道産米の地位向上のため

には,品質の向上,特に低タンパク質米の生産が必須

要因となる.これに対する対応策としては, 1)客土

および資材施用による土壌酸化容量 (特に遊離酸化鉄)

およびケイ酸肥沃度の向上することで土壌環境を改善

し,初期生育に重要な根活性の向上を図る.さらに,

2)稲わら残液の浅耕による秋混和処理, 3)幼穂形成

期前の適度な落水管乳 4)排水能の高い心土破砕の

活用により,土壌還元と生育阻害物質の悪影響を抑制

する.窒素施肥に関しては, 5)窒素施肥における側

粂施肥の推奨, 6)止菓期以降における窒素追肥の中

止により,生育前半の窒素吸収促進と収量構成要素の

増大,生育後期の窒素吸収を図る.窒素以外の成分と

しては, 7)ケイ酸の幼穂形成期 7日後追肥により,

冷害危険期の稲体栄養条件の改善を行 うことで,不稔

発生を軽減する.これにより,移植後の初期生育 (分

けつ,穎花形戚)を確保 し,生育の中期でli形成され

た分けつや穎花のロスを少なくし,玄米生産効率の高

い稲,ひいては低タンパク質米生産が促進されると判

断する.



後藤英次 :北海道における高品質米生産に関する土壌化学性と合理的施肥法の研究 75

第 7章 要 約

本研究の目的は,低タンパク質米を主眼に置いた高

品質米生産のための肥培管理技術を確立することであ

る.始めに,水稲生産基盤である北海道の水田土壌化

学性の実態と課題を明らかにした.次に,圃場有機物

(稲わら残撞)分解に伴 う初期生育の阻害要因につい

て明らかにするとともに,その対策技術を確立した.

さらに,初期生育向上と窒素玄米生産効率の高い水稲

生育を目指して,窒素とケイ酸の施用方法について検

討した.

1.水田土壌の実態と課題

北海道の水田1578筆の作土を採取 ･分析し,その化

学性を評価 した.pH (H20)は4.5-6.9の範囲に分布

し,土壌診断基準の下限値以下の土壌が約半数あった.

培養窒素は 1-293mgkg~'の範囲に分布し,平均値99

mg kg~1であった.有効態 リン酸の平均値は500皿gkg~1,

土壌診断基準の下限値のほぼ5倍とリン酸の蓄積が認

められた.交換性カルシウムは510-5400mg kg~1の範

囲に分布し,平均値1985mgkg~1であった.交換性マグ

ネシウムは80-3320mgkg~lの範囲に分布し,平均値574

mgkg~1であった.カルシウムは低濃度領域に多く分布

してお り,土壌酸性化の要因と考えられる.培養ケイ

酸 (湛水保温静置法)は34-290皿gkg~1の範囲に分布

し,平均値103皿gkg-1であった.また,100mgkg~L以下

の不足域にある土壌が51%認められ,特に台地土系で

低い傾向にあった.遊離酸化鉄は4.2-106.2gkg~】の

範囲に分布 し,平均値18.6gkg∴ 易還元性マンガン

は15-2272mgkg~1の範囲に分布 し,平均値278mgkg~1

であった.特に遊離酸化鉄は46%が診断基準の下限値

を下回っており,火山性土系で低く,地域的には中央

部太平洋岸で低い傾向にあった.

以上のことから,北海道の水田土壌の問題点として

は①低pH,②ケイ酸供給力の不足,③酸化容量である

遊離酸化鉄の不足が挙げられ,良食味米生産のために

はこれらを重点的に改善すべきと判断する.

ケイ酸の不足は稲体の健全性および登熟能力の観点

から,遊離酸化鉄の不足は湛水後の土壌の還元進行や

硫黄とのバランス (Fe/S)の関係から重要な課題であ

り,本試験では客土およびケイ酸 ･含鉄資材施用を試

みた.その結果,土壌ケイ酸肥沃度の増進は,水稲体

中のケイ酸濃度を高め,白米中のタンパク質含有量を

低下させた.また,土壌の遊離酸化鉄濃度の増加が,

根活性の向上と水稲の茎数増加をもたらし,最終的に

は精玄米収量の増加とタンパク質含有量の低下が認め

られた.遊離酸化鉄濃度の適正値に関しては,全硫黄

濃度0.8gkg~1以下の水田土壌における遊離酸化鉄の適

正水準を20gkg~1 (Fe/Sモル比10)とし,全硫黄濃度

0.8gkgl以上の水田土壌の場合には遊離酸化鉄濃度が

20gkg~1以上であっても,Fe/Sモル比10を目標に遊離

酸化鉄濃度を高めるべきと判断した.

2.圃場有様物の管理

機物 (稲わら残撞)の還元的分解による根伸長阻害物

質,具体的には芳香族カルボン酸 (安息香酸,2-フェ

ニルカルボン酸,3-フェニルカルボン酸)の影響が

認められる.本試験は,北海道の土壌と稲わらを用い

た培養試験を行い,分解生成される土壌中の芳香族ガ

ルボン酸の消長を,温度条件や土壌特性,有機物前歴

の観点から検討した.稲わら無添加処理では,安息香

酸が少量検出されたのみで,他の成分は検出されなかっ

た.稲わら添加条件においては,各芳香族カルボン酸

が検出され,そのピークは30℃で10日頃 (積算温度300

℃),20℃で13日～20日頃 (積算気温260℃～400℃)

であった.特に,2-フェニルプロピオン酸は,泥炭

土壌および褐色低地土の一部において,水稲の窒素吸

収阻害を引き起こす濃度である lllM前後まで高まっ

た.各芳香族カルボン酸濃度は,有機物の連用土壌に

おいて低下する傾向にあった.遊離酸化鉄を多く含む

土壌の客土 (6C皿)処理を行った土壌は,各種芳香族,

カルボン酸濃度の顕著な低下が認められた.このよう

に,有機物由来の芳香族カルボン酸生成は,稲わら残

撞量や土壌の前歴が大きく影響し,水稲初期生育にも

関与していると推察される.

次に,稲わら残液からの有害物質の対策技術に関し

て,湛水以前における稲わらの好気的分解を促進する

ことにより,湛水後の分解基質を減少する方法及び湛

水期間中における土壌の還元を抑制することなど,有

害物質の排除を行 う方法について検討した.稲わらの

好気的分解に関しては,培養試験において 5℃の低温

条件下でも進行 し,この温度条件では窒素肥料および

微生物由来の分解促進資材の添加により一層分解が促
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進された.深さ8cm程度の浅耕による稲わらの秋混和

は春混和 (秋散布後,地表面に放置)と比較して冬期

間の分解が進み,これに窒素肥料および微生物由来の

有機物分解促進資材を稲わら秋散布時に添加すること

でさらに促進された.冬期間および水稲栽培期間にお

ける稲わら中の炭素含有率の変化を見ると,水稲収穫

時までの炭素減少率は60%程度で各処理区間差は小さ

く,湛水期間の分解量は春耕起までの炭素減少率が低

い場合に高まる傾向にあった.

幼穂形成期前 (6月下旬～ 7月初旬)における間断

濯概は,土壌還元の発達を抑制し,水稲の生育に有効

であった.間断港概処理の強度については,作土の水

分がpFl.8以上になる場合に効果が高かった.圃場に

対する排水性の改善技術に関しては,暗渠排水に対す

る新たな補助工法である砂充填細溝心土破砕 (砂心破)

を開発し,細かい排水溝を圃場全体に密に形成するこ

とを試みた.砂心破処理区は,湛水期間の縦浸透量お

よび暗渠排水量が増加 し,落水後の作土水分低下が認

められた.さらに,浸透水量の増加に伴 う酸素の供給

は,湛水期間における土壌還元の発達を抑制する技術

として有効であり,根圏環境の改善に効果が認められ

た.

3.窒素の施用方法

白米タンパク質含有量の変動は水稲の窒素吸収の影

響が非常に大きく,水稲の窒素吸収量は窒素施肥量と

施肥法に深く関係 していることから,重窒素標識硫安

を用いた水稲の窒素施肥法に関わる試験を行い,水稲

-の利用率,稲体各器官における分配及び白米タンパ

ク質含有量に及ぼす影響について検討した.

全層施肥の窒素利用率は32.4-41.2%であり,窒素

施肥量の増加 とともに利用率や白米タンパク質含有量

が高まった.また,･全量全層施肥窒素 8gm12区におい

て吸収された施肥窒素の分配率は茎葉部36.5%,穂部

63.5%であり,白米には45.4%が集積 した.全層+義

層施肥は白米タンパク質含有量を低下させるが,全量

全層施肥および全層+側条施肥よりも窒素利用率が低

く,収量性が劣っていた.側条施肥の窒素利用率は全

量全層施肥より高いが,その吸収は止菓期以前に集中

しており,穂および白米-の分配率が全量全層施肥と

比較して低いことから,白米タンパク質含有量は低かっ

だ.

幼穂形成期～幼穂形成期後 7日目の窒素追肥は白米

-の利用率が小さいため,白米タンパク質含有量に与

える影響は小さい反面,追肥による増収効果が認めら

れた.止菓期の窒素追肥は追肥窒素の利用率および白

栄-の利用率が高く,白米タンパク質含有量を高める

ことが認められた.これらの傾向は,基肥窒素量の多

少に関わりなく,ほぼ同様に認められた.出穂期以降

の窒素追肥は,出穂期～出穂期後10日目の間で追肥窒

素の利用率および白米タンパク質含有量が最も高くな

り,それ以降は漸減した.追肥窒素の穂部-の分配も

出穂期をピークにそれ以降で低下し,追肥が遅くなる

と梓 ･菓鞘-の分配が高まった.

全量全層施肥された窒素の次年度以降の利用率は,

2年目が2,9-4.0%,3年目が1.3-1.8%,3カ年を

合計した窒素利用率は41.9-48.6%であった.3カ年

の利用率をプロットし,その回帰曲線から推定される

4年目以降の利用率は全ての施肥窒素用量で 1%以下

となり,水稲-の影響は極めて小さい.また,施肥後

3年目でも,施肥された窒素のうち20%近くが土壌に

残存していた.

以上のことから,低タンパク質米の生産には,施肥

窒素量の適正化を図るとともに生育初期の窒素吸収を

促進させる側粂施肥を組み合わせることが合理的と判

断できる.追肥に関しては,玄米収量と白米タンパク

質含有量を勘案した場合,止葉期以降の追肥は行わず,

幼穂形成期後7日目に追肥を行 うことが効果的と判断

する.

4.ケイ酸の施用方法

窒素施肥とケイ酸 (シリカゲル)施肥の組み合わせ

に関して,水田圃場試験と人工気象室におけるポット

試験を行い,薪の成長と不稔発生に及ぼす影響につい

て検討した.その結果,水稲に対するケイ酸施用は不

稔発生軽減に効果的であった.また,ケイ酸追肥区は

ケイ酸基肥区より止菓期茎部の炭水化物含有量が高く,

薪長は長く,不稔の発生を軽減 した.薪長と不稔歩合

の間には負の相関関係,薪長と止葉期茎部の炭水化物

含有量の間には正の相関関係が静められた.この傾向

は,圃場試験とポット試験で共通しており,同一の回

帰線で説明された.ケイ酸基肥および追肥は止菓期稲

体中のケイ酸含有量,ケイ酸/窒素比を高めた.止葉

期茎部の炭水化物含有量とケイ酸含有量は正の相関関

係,窒素含有量には負の相関関係が認められた,ケイ

酸施用により精玄米収量が高まり,白米タンパク質含

有量は低下した.また,ケイ酸施用は良質粒歩合の増

加や玄米白度の向上にも効果的であった.特に,白米
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タンパク質含有量の低下はケイ酸追肥区で大きい傾向

が見られた.

市販のケイ酸質肥料の追肥効果についても検討 した

が,概ねシリカゲルによる試験と同様に稲体栄養条件

の改善をもたらし,不稔発生の低減と乾物生産の向上

が認められた.また,窒素玄米生産効率も高まること

が明らかとなった.追肥時期は幼穂形成期と幼穂形成

期後7日目の追肥に有意な差を認められないが,止菓

期の茎部炭水化物含有量や成熟期茎葉のケイ酸/窒素

比,白米タンパク質含有量の低下などについて,幼穂

形成期後 7日目の追肥が幼穂形成期追肥の効果を上回

る事例が多かったことから,幼穂形成期後7日目の追

肥が望ましいと判断する.また,施用量については,

追肥の労力を考慮すると20-40gm~2程度で一定の効果

が期待される.

5.産米品質向上に関する対策技術のまとめ

以上のことを整理すると,白米タンパク質の高含有

量に代表される北海道産米の品質の問題は土壌酸化容

量 (主に遊離酸化鉄)や可給態ケイ酸肥沃度の不足や,

稲わら残液のすき込みに伴う土壌還元と有害物質生成,

窒素吸収時期の遅れなどによる水稲初期生育不足や生

育中期の不稔による収量構成要素の不足,生育後期の

窒素玄米生産効率の低下などによって引き起こされて

おり､これらの改善が現状の課題と考えられた.

本試験では,これらに対する対応策を検討 し,得ら

れた知見から以下のことを提案する.

1)客土および資材施用による土壌酸化容量 (特に遊

離酸化鉄)およびケイ酸肥沃度の向上

2)稲わら残軽の浅耕による秋混和処理

3)幼穂形成期前の適度な落水管理

4)排水能の高い心土破砕法の活用

5)窒素施肥における側粂施肥の推奨

6)止菓期以降における窒素追肥の中止

7)ケイ酸の幼穂形成期後 7日目追肥

77
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StudiesonSoilchemicalpropertiesandRationalFertihZer
ApphcationforProductionofHigh-QuahtyRiceinllokkaido

by
EijiGoto

Summary

ThepurposeofthisstudyistoinvestlgatethemethodofmanurlngpraCtiCeforproductionofhigh quality

riceinHokkaido.Atfirst,IinvestlgatedthepresentConditionofchemicalpropertiesofpaddysoilin

Hokkaido･Furthermore,Idiscussedthetequniquestoimprovethequalityofrice(eSPedauyfocusedonlow

proteincontentonseed)basedonthefouowingpoints:(a)decompositionofapplyingricestraw,(b)nitrogen

fertilizerapplicationmethod,and(C)silicatefertilizerapplicationmethod.

1.TheCircumStanCeOfChemi⊂81propcrticsofpaddysoihinHokhido

TheCirCumStanCeOfChemiCalpropertiesofpaddysoilswereinvestigatedonlう781X)intpaddyfieldsin

Hokkaido.FortheusefulnessoftheanalyslS,Iinterpolatedthesampledfielddataintoa1km gridofa

digitalmap.Theresultsaresum marizedasfouows.

1)ThepHofsamplesrangedfrom4.5to6.9andtheaveragewas5.ラ.Nearlyaha∬ofthefX)intshad

avalueoflessthanthelowerhmit(pH 5.5) ofthesoildiagnosisstandardofHokkaido.

2)Incubationnitrogenrangedfrom ho293mgkg'1withtheaverageof99mgkg-1.

3)Theaverageavailablephosphate(BrayNo2)was500mgkglt,whichwasfivetimesasmuchasthe

lowerlimitofsoildiagnosisstandard.

4)ExChangeab1eCarangedfrom ラlotoう400mgkg~lwiththeaverageof1985mgkg~1.Exchangeable

Mgrangedfrom80to3320mgkg-1withtheaverageof574mgkg-1･

5) Incubationsilicarangedfrom 34to290mgkg-1,andtheaveragewas103mgkg-1･Therewere51%

ofthepointslessthanthelowerkmitofsoildiagnosisstandard:100mgkg~l･particularly,brown

lowlandsoilanduplandsoiltypesmostlyprovidedlowervalues.

6)Freeironoxiderangedfrom4.2to106.2gkgL',andtheaveragewas18.6gkgll.Theeasilyreducible

manganeserangedfrom 15to2272mgkg-1,andtheaveragewas278mgkg'l･In46%ofthepoints,

thefreeironoxidedidnotreachthelowerk山tofstandard.･15gkg~L･

TheatmeresultssuggestedthatthepaddysoilinHokkaidohasthreemajorproblems;lowpH,lackof

silica-supplyingability,andlackofthefreeironoxiderepresenting.oxidationCapaCity.Ithereforethinkthat

theseproblemsshouldtxsolvedfortheproductionofhigh qualityrice,txcausethesilicaisdeeplyrelated

tothehealthinessandtheripeningofthericeplantandalsothefreeironoxidemayplayanimportanHole

inthesoilreductionpromssaftertheflooding.

Inthisstudy,Iattemptedthattheso止fertiLilylSimprovedusingthesoildresslngOrinorganicsoil

amendmentcontainingthesilicaandtheiron.TheexI光rLEnentProvidestheresultthattheso止wilhhigh

Contentofsilicaincreasesthesilicateconcentrationinthericeplantsanddecreasestheamountofproteinin

themilledrice.Alsothesoilwithahigherfreeironoxideconcentrationactivatedtherootsandincreasesthe
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numt光rOfthestems.IhereproposeastandardoffreeironoxideConCentration:ifthetotalsulphurlevel

waslessthanO･8gkg'1,itshould良 abve20gkg~l;orelse,itshould良 avaluewithsatisfyingtheCondition

thattheratiooffreeironoxideandsulphur(Fe/S)isatme10.

2.M&JlageJneJltOfricestray residuesillthepaddyfield

TheapplicationofricestrawresiduesgeneratesaromatiHarboxyliCaddssuchastx:nzoiCacid,21PhenylproplOniC

acid,and3-phenylpropionicacid,whichinl1ibittherootgrowth,Firstly,inordertoidentifythesynthesisof

theseproductsinreducedsoil,1performedanincubationexperlmentuSlngthericestrawresiduesandsome

paddysoilsinHokkaid0.

1)ThesoilwithnoriceStrawresiduesshowednoaromaticCartx)XyliCacidexceptforasmauamountof

knzoiCadd.

2)Theincubationso止withricestrawresiduesContainsseveralkindsofaromaticCarboxyliCacid.These

aCidsattaintheirpeakabut10daysafterincubationatSo℃ andlうー20daysafterincubationat20

℃.

3)lnseveralpeatsoilsandbrownLowlandsoils,theconcentrationofthe2-phenylpropioniCaddattained

lpM,andthisconcentrationmayinhibitnitrogenabsorptionbyplant1

4)SoildressingbyfreeironoxidesrichsodseffectivelyreducestheproductionofaromaticCartDXyuCacids.

Subsequently,1developedateClmiquetoremovethegrowthinhibitionmaterialsinthericestrawresidu乍S･

1utilizedtnthaCCelerationofdeComposltionofthericestrawtxforefloodingandthesuppressionofthesod

reductionduringthefloodingperiod･Theexperl甲entWaSperformedinHokkaidoKamikawaAgriC･Exp･Stn･

(BrownLowlandsod).Resultsareasfollows.

1)lntheincubationevenunderalow temperature(5℃)Condition,thedecompositionofricestraw

progressedanditisacceleratedwiththeapplicationofdecompositionalacceleratorssuchasnitrogen

fert山zersormiCrotxts.

2)ThericestrawsweremoredecomposedinaCasewheretheyweremixedin0-8cmsoildepthinautumn.

Atthistiming,thedecomposition wasaCCeleratedbytheapplicationofmiCrotx:deCompositional

aCCeleratorsornitrogenfertilizers.

3)ThesoilreductionwereeffeCtivelymitigatedbyusinganintermittentirrigationtx:forethepaniCle

formationstage.Theintermittentirrigationwasmoreeffectivewhenitdecreasedthesoilmoisture

atxJVePF1.8tx:forethepaniC1eformationstage.

4)Thesubsoilingfinedindrainwithsand,enabledtoincreasetheamountsoftheunderdrainageand

percolatingwaterduringthefloodingperiodwithdecreaslngthesoilmoisture.Thepercolatingwater

suppliedmoreoxygenandsuppressedthesoilreductionduringthefloodingperiod,

3.NitrogeJ" pplicatioJIJnethod

TheproteinContentofpolishedricewasdeeplydependentontheamountofnltrogenabsortx:dbyrice

plants,whichisresultedbytheamountoffertilizersandthefertilizingmethods.Ithereforeexaminedthe

relationshiptxtweenthenitrogenfertilizerapplicationmethod(incorporationtoplowlayers,surfacelayer

applications,andsidedressings)andtherecoveryrateofappliednitrogenandthedistributiontoeachorgan
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ofthericeplant,usingthel'N-latxledammonium sulphateinHokkaidoKamikawaAgriC.Exp.Stn.(HumiC

brownlowlandsoil).Theresultsareasfollows.

1)Therecoveryrateofnitrogenincorporatedtoplowlayers(4,8,12,16gm'2)rangedfrom 32to41%･

Thedistributionrateofapp山ednitrogenin8gm~Znitrogentreatmentwasう61う% forleavesand

stems,63.5%forears,and45.4%forpolishedrice.

2)ThesurfacelayerapplicationmethodCombinedwithincorporationmethodtoplowlayerreducedthe

recoveryrateofnitrogen,theproteinContentofpolishedriceandtheyieldComparedwithother

methods.

3)ThesidedressingmethodCombinedwithincorporationmethodtoplowlayermadeahigherrecovery

rateofnitrogenthanincorporationmethodtoplowlayer.lnthissidedresslngmethod,proteinContent

ofpolishedricewaslow,txcausethenitrogenabsorptlOnWasfinishedtxforetheflagleafstage,

4)lntheincorporationtoplowlayermethod,therecoveryrateofappliednitrogenwas2to4% inthe

nextyear,andfrom 1to2%inthethirdyear.1twaslessthan1%afterthe4thyear,estimatedby

theregressionanalysis.Morethan20%ofappliedfertilizernitrogenwasleftinthesoilafterthethird

year･

1foCusedonthetimlngOfthetopJresslngOfnitrogenandtherecoveryrateasfollows.1addedexperlmentS

uslngllN11atxledamrnOnium sulphateasato pJresslngnitrogenfertiuzer,inHokkaidoKamikawaAgri｡.

Exp.Stn.(Brownlowlandsod).

1)TopdressingduringtheperiodfrompaniC1eformationstageto7daysafterpanicleformationstage,

therecoveryratebythepolishedriceandtheprotein･contentdidnotchangesignificantly,whilethe

yieldswasratherincreased.

2)ThenitrogenappuCationduringthenagleafstageincreasedtherecoveryrateandtheproteinContent

ofthepo山shedrice.Thisresultwasindependentoftheamountofbas礼ldresslngnitrogen.

う)Boththerecoveryrateandtheproteincontentofthepolishedricewerelargestwhenthefert山zerwas

topJressedfrom headingtimeto10daysafterheadingtime.

From atx)veresultsitissummarizedasfollows.TheCombinationofthesidedresslngmethodandthe

incorporationmethodtoplowlayerwasmostreasonableforthehighyieldandtheproductionoflowprotein

contentriceseed.Topdressingornitrogenat7daysafterthepaniC1eformationstagewasneededfoHhe

productionoHowproteinContentriceseed,whilethatinthelaterstageswasnotrecommended.

4.Siucaapp山cationmethod

1finallyscrutinizetheinfluencesofthenitrogenandsilicatefertilizerapplicationontheantherlengthand

percentageofthesterilityofthericeplantsaswellasthericequalityuslngfieldexperimentinHokkaido

KamikawaAgric.Exp.Stn.(Brown lowland soil)and air･{onditioned room experiments.Theresultsare

summarizedasfbuows.

1)TheapplicationofthesilicatefertilizerdecreasedtheperCentageofthesterility.Comparedwiththe

basalapp山Cation,thetopJresslngOfthesilicatefertilizerwasmoreeffectivetoincreasetheCartx)hydrate

contentincreaseandtheantherlength,andreduceofthester山y.

2)TheantherlengthwasnegativelyCorrelatedwiththepercentageorthesterilityandpositivelyCorrelated

withtheCartx)hydratecontentofthericeplants.Therewasnosignificantdifferencetxtweenfieldand
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lheair{ondilionedroomexperlmenlS.

3)InbothbasalandlopJressingcases,thesilicateconlenlofthericeplantsincreasedaltheflagleaf

slage.Inthisstage,thecarbohydrateconlenlwasfX)Sllivelycorrelaledwi(hthesilicateconlenl.

4)ThesilicatefertihZerapplicationdecreasedtheproteincontentofthefX)lishedriceseed.Inparticular,

itencouragedthego∝lqua山ygrainrateandappearancequalityorhuskedriceseed.Iremarkedthat

thetopdressingwasquiteeffectivetothelowproteinfX)lishedriceseedproduction.

5) Thetopdressingat7daysafterthepanicleformationstagewasmoreeffective,toobtainthehigh

carbohydratecontentasweuasthelowproteincontentorseed,ratherthanthetopdressingduringthe

panicleformationstage･Itissuggestedthatthereasonabletopdressingamountis20Aogm -2･
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総合研究センター)の藤原伸介室長,田中福代氏,大

脇良成氏にご指導とご援助を賜った.

硫黄の分析に関しては,北海道開発土木研究所土壌

保全研究室 (現独立行政法人土木研究所 寒地土木研

究所)石渡輝久室長,宍戸信貞氏にご協力いただいた.

重窒素の分析に当たっては,農林水産省北海道農業

試験場水田土壌管理研究室 (現独立行政法人 農業 ･

食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター)

伊藤純雄室長,君和田健二氏にご協力いただいた.

土壌採取および現地試験の実施には,各農協 ･農業

改良普及センター,支庁,耕地出張所,土地改良区の

関係者の方々から長年にわたり多大なご便宜,ご指導

をいただいた.

また,圃場試験を実施するにあたり,道立上川農業

試験場管理科の各位には,長きにわたり圃場管理,水

稲栽培等多くのサポー トをいただいた.

以上の各位に対し,心からの敬意と感謝の意を表す

る.

最後に,本論文のとりまとめにあたり,ご協力と便

宜を計っていただいた道立中央農業試験場岩見沢試験

地 水田 ･転作科の各位に感謝の意を捧げる.
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