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有機質肥料施用による水稲の約長と充実花粉数の拡大効果*

瀧 典明 l・浅野真澄 1・熊谷千冬 1・畑中 篤 1，2・斎藤公夫 1，3
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1 .はじめ に

近年の北日本の夏期の天候をみると 1970年代後半以降

年々の変動が大きくなり，周期的に冷夏と暑夏が出現する

傾向が認められている 4) 中でも 1993年は東北地方にお

ける水稲の平均収量3.04Mg ha-1，作況指数56と近年例

のない水準まで著しく低下する大冷害となり，宮城県にお

いても水稲作況指数37，被害額で 1，281億円に達する記

録的な被害となった次いで2003年にも東北地方の作況

指数80，宮城県で作況指数69，被害額400億円を記録す

る著しい冷害に見舞われている.変動が大きい気象条件下

で品質 ・量ともに安定した米を供給するためには，近年問

題となっている高温による品質低下対策と合わせて，冷害

に対する対策を並行して行っていくことが不可欠である.

1993年の東北地域における現地農家の冷害軽減事例を

みると，品種選択や深水管理，施肥対策の組み合わせが効

果的とされたほか，有機栽培や減農薬 ・減化学肥料栽培の

場合，周辺の慣行栽培よりも収量が高かった事例が報告さ

れている 22) また，宮城県の 2003年冷害の被害軽減事例

の概要 7)をみると， 21事例中5事例が有機栽培であり，

新聞報道等でも有機栽培の効果が注目された.しかし，有

機栽培では施肥だけではなく水管理や晩期栽培等の耕種的

な対策も併用されていることから，有機栽培そのものが有

効であったのかど うかの判断は難しかった.

施肥法が障害不稔に及ぼす影響については多くの知見

があり，基肥窒素量が多く籾数が多くなるような条件，

あるいは危険期とされる出穂前 10日前後の稲体窒素濃

度が高まる条件ほど不稔歩合が高まることが知られてい

る止12，14，17山.また，有機質資材については，わら堆肥や

家畜ふん堆肥を用いた報告がある.天野 ・森脇 1)は同じ

稲体窒素濃度で比較すると堆肥無施用区に比べてわら堆

肥施用区で、不稔歩合が低かったとし，若宮 ・金谷お)も同

*本報告の一部は2007年度日本土壌肥料学会東京大会におい

て発表した.
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様の結果を報告している.しかし宮崎ら9) は羊ふん堆

肥を用いて検討し稲体窒素含量が高いほど不稔歩合が

高まる傾向に堆肥の有無による差がみられなかったとし

ており，堆肥の効果を検討する場合は堆肥中の窒素など

の養分濃度や稲体の養分吸収パター ンを明確に把握した

上で議論する必要性を指摘している.

一方，宮城県における有機栽培事例では，土づくり資材

としての堆肥に加え，基肥や追肥に市販の有機質肥料を用

いていることが特徴である 7) 市販有機質肥料の多くは魚

かす，植物油かす，動物かす等の易分解性有機物を原料と

し，施用当年の窒素無機化率が堆肥よりはるかに大きいこ

とが主な違いの一つである.近年は有機栽培に限らず，化

学肥料節減栽培の面積拡大とともに，有機質成分を配合し

た肥料が広く使用されるようになっているが，窒素無機化

率の大きい有機質肥料が障害不稔に及ぼす影響については

ほとんど検討されていない. この点を検証することは，米

を安定生産する上できわめて重要である.

障害不稔の危険期は一般に出穂前 15""'"10日の減数分裂

期頃とされるが，厳密には特に出穂前 11日前後の 4分子

期から小胞子前期にかけての小胞子初期が特に低温感受性

が高く， この時期に低温処理すると充実花粉数が最も減少

することが明らかにされている 11.13) また， NishiyamalO) 

は低温処理した穂上の各頴花の受精率の違いが蔚長と充実

花粉数で説明できることを報告し Satakel3)は出穂前25

日......， 2日にわたり時期を変えて 4日ずつ低温処理した場合

の受精率は充実花粉数と高い正の相関関係を持つことを報

告した.さらに刈屋ら 5)によ って充実花粉数の簡易測定

法が確立された.これまで ほ場レベルでの耐冷性評価は

偶発的な低温遭遇後の実態調査を主体とするか，あるいは

冷水掛け流しゃ温度制御施設等を用いる方法が主体で、あっ

た.そのため，試験を実施できる施設が限定されることや，

同じ出穂日の穂で、受精率を比較するために一穂ご、とに出穂

日を記録するなど煩雑な調査が必要となる問題があった.

しかし蔚長や充実花粉数を指標とすることにより，低温

に遭遇させることなく潜在的な耐冷性評価を行うことがで

きる.

そこで，本研究では障害不稔発生と関係が深い蔚長や充

実花粉数を比較し化学肥料に比べて有機質肥料施用が耐

冷性向上に寄与しうるかどうかを検討した.



1)耕種概要と施肥設計

栽培試験は宮城県古川農業試験場内の水稲連作ほ場で

2005年と 2006年の 2年間行った.土壌は細粒質グライ化

灰色低地土で，主な理化学性は，土性 CL，T四C28gkg-l，

T-N2.7 gkg一 可給態窒素 82mg kg-I， Bray2準法リン

酸 770mgkg-I ，交換性カリウム 172mg kg-I， CEC 15.7 

cmolc kg-Iである.品種は宮城県内で栽培面積が最大であ

る「ひとめぼれJを用いた.

2005年は肥料の種類や施肥量を異にする 7試験区を設定

した(表1).有機質肥料系列は窒素成分で基肥を 5gNm-2 

とし，追肥を Og-Nm-2(有50区)または2g-Nm-2(有52区)

とした. 化学速効系列は速効性の塩加燐安を基肥5gNm-2

とし，追肥を Og-Nm-2(化50区)または 19-Nm-2(化51区)

とした区の他， 基肥2g-Nm-2のみの区 (化20区)を設けた.

さらに，有機質肥料と似た窒素供給パタ ーンとなるように，

肥効調節型肥料の 50日タイ プとシグモイド型80日タイプを

混合して 5g-N m-2施用した区を設けた.このほか無窒素区

(-N区)を設けた.2006年は9試験区とし，2005年の試

験区に加えて有機質肥料の基肥2g-Nm-2+追肥Og-Nm-2ま

たは2g-Nm-2の両区(有 20区，有 22区)，化学速効基肥2

g-Nm-2+追肥1g-Nm-2区 (化21区)を設定し，肥効調節

型肥料区は設けなかった.有機質肥料系列に使用した肥料は

有機質 100%の市販品であり有機栽培農家で使用されている

ものの一つで，動物かす粉末類，魚粉類，植物油かす類を原

料とし，保証成分は窒素， リン酸，カリ各 6%のものである.

各区のリン酸，カリ施用は有機質肥料および塩加燐安284由

来のみとし，肥効調節型肥料区，無窒素区は有50区と同量

を過リン酸石灰，塩化カリで施用した.

2005年は4月下旬に耕起したほ場に， 5月 17日に基肥

を散布後代かきし， 5月20日に稚苗を移植した.化学速

効系列の追肥は宮城県の慣行に従い幼穂形成期に当たる 7

月 19日とした.一方，有機質肥料の追肥は有機栽培農家

で慣行的に行われている幼穂形成期の約 1週間前とし 7 

月 12日に行った.2006年は5月20日に基肥散布 ・代か

き，5月24日に移植した. 追肥は化学速効系列が7月20

日， 有機質肥料系列が7月 13日に行った.病害虫や雑草

(2008) 

防除は薬剤で慣行通り行った.収穫日は2005年が9月27

日， 2006年は 10月 10日であった.

なお，各試験区とも 1区画ずつ (面積80"-' 100 m2) の

ほ場試験であったため，収量調査時の総籾数は各区の平均

的な 5株の平均値，精玄米収量は同じ区内の 2カ所で30

株単位で、行ったものの平均値とした.

2)有機質肥料と肥効調節型肥料からの窒素供給パター

ンおよび稲体の測定法

有機質肥料からの窒素供給パターンをガラス繊維ろ紙法

に準じた方法で測定した.市販不織布袋(トキワ工業製お

茶パック)に5mm簡を通した供試ほ場の土壌 15gと有

機質肥料2gを入れて混合したものを作成し基肥につい

ては深さ約7cmに埋設し 追肥については深さ約 1cmの

位置に地表面と水平になるように埋設した.土壌 15gの

みを入れた袋も同時に埋設した.稲体生育期間中に袋を経

時的に回収して風乾，粉砕した後，袋内の残存窒素量をケ

ルダール分解ーオートアナライザー (プランルーベ社製)

により測定した.また，粉砕物中の無機態窒素量も 1mol

L-I塩化カリ ウム液で抽出してオートアナライザーで測定

し，袋内の残存窒素量から無機態窒素量を差しヲ|いて袋内

の残存有機態窒素量を求めた.有機質肥料の窒素分解率を

下記(1)式に従って算出し，分解した窒素量を有機質肥

料からの窒素供給量とみなした.
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(1) 分解率 (%)= {Nto一 (Nr-Ns)}/品。x100 

Nto'袋埋設前の有機質肥料中の全窒素量

Nr;土壌と肥料を入れた袋内の残存有機態窒素量

以;土壌のみを入れた袋内の残存有機態窒素量

肥効調節型肥料については肥料のみを不織布袋に入れて埋

設した.袋を経時的に回収し上記と 同様に残存窒素量を測

定した後，下記 (2)式に従って窒素溶出率を算出し，溶

出した窒素量を窒素供給量とした.

(2) 溶出率 (%)= (Ntc-Nc)/Ntc X 100 

Ntc'袋埋設前の肥効調節型肥料中の全窒素量

Nc;回収した袋内の肥料中の残存窒素量

障害不稔危険期とされる減数分裂期頃の稲体窒素濃度

を比較するため，2005年7月28日(出穂前 13"-'14日)

表 1 施肥設計

施肥窒素量 (g_Nm-2)

2005年 2006年

基肥 追肥 基肥 追肥

一 一 2 0 

2 2 

5 0 
5 2 
2 0 

2 1 
5 0 
5 1 

供試肥料

基肥，追肥とも

アグレット 666

基肥 :塩加燐安 284

追肥 :NK化成C68

LP50 (3g-Nm-2) +LPS80 (2g-Nm-2) 

過リン酸石灰.塩化カリO O 

0

2
一O

一
0

1
一O
一O

5
FD
一2

5
5
=
b
x
u
 

有機2+0(有 20)
有機2+2(有 22)
有機5+0(有 50)
有機5+2(有 52)
化学速効2+0(化20)
化学速効2+1(化21)
化学速効5+0(化 50)
化学速効5+1(化 51)
肥効調節型肥料

無窒素 (-N)
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および 2006 年 8 月 7 日(出穂前 9~ 11日)に各区から平

均的な稲体3株を採取し，800Cで3日間乾燥後粉砕 して

粉末試料とした.試料を硫酸づ邑酸化水素水で分解し， オー

トアナライザーにより窒素濃度を測定した.

3)菊長・充実花粉数の測定法

刈屋らの方法 5)に準じて行った.各区の出穂初め頃に

主茎とみられる穂、を 10本ずつ採取し ただちに 50%アル

コールで‘固定した.その後各穂の上位3枝梗の 3，4， 5 

番めの頴花から荊を取り出し，全穂、から取り 出した蔚全て

を50%アルコールを少量入れたシャーレの中に入れて混

合した.そのうち任意の 40蔚について万能投影機を用い

て荊長を測定した蔚長測定後，任意の 30蔚をヨウ素・ヨー

ドカリ液2m!中に取り 出し，超音波洗浄機(プランソン

8210)で荷を破砕し花粉の懸濁液を作成した.懸濁液

中の花粉数を血球計算盤を用いて 20回繰り返して測定し

た なお，染色された花粉を充実花粉としたが，未染色の

花粉はほとんど‘なかった.

3.試験結果

1)有機質肥料と肥効調節型肥料からの窒素供給経過

2∞5年の窒素供給経過(図 1)をみると，有50区では施

用後緩やかに窒素供給が進み7月11日までに4g-Nm-2と
大部分が供給され， 収穫日の9月27日までに4.5g-N m-2 

の窒素が供給された.有 52区では7月12日に追肥した窒

素の大部分が穂揃期の8月 18日までに供給され，収穫時

までに合計6.4gNm-2供給された. 肥効調節型肥料は有

機質肥料よりやや遅いパターンで窒素供給が進行し，7月

11日の時点で2.5gN m-2の供給量であったが，9月27

日には4.7gN m-2と，有 50区とほぼ同量が供給された.
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事~ 6 --. 144i5 圃 .肥効調節• 酬

占企・・ 企4 

3 ~ 

2 
A 
.:..e 。
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図 l 有機質肥料および肥効調節型肥料からの窒素供給経過

2006年も同様の窒素供給経過を示し， 10月 10日の収穫

時までの窒素供給量は有 50区で4.4g-N m-2，有 52区で

6.1 g-Nm-2と， 前年とほぼ同じ量であった.有20区では

1.8g-Nm-2，有 22区では3.4g-Nm-2の供給量であった.

なお，有機質肥料に含まれる窒素の収穫時までの分解率

は2005年で90%，2006年で88%であった.速水 3)は

わら堆肥の水田における 1年間の窒素分解率は 11.6%と

報告しているが，供試肥料の分解率はこれを大きく上回る

{直である.

2)気温， 日照時間の推移と総籾数，精玄米収量

両年次とも減数分裂期頃に障害不稔が生じるような低

温には遭遇しなかった (図2) そのため，宮城県の「ひ

とめぼれjの通常基肥量である 5g-N m-2施用した試験区

では有機質肥料， 化学速効，肥効調節型肥料のいずれも県

平均 (2005年533g-N m-2， 2006年510g-N m-2
) と同

等からやや高い精玄米収量が得られた (表 2).総籾数は

窒素施肥 レベルに応じて増加したが，全試験区とも宮城県

で「ひとめぼれjの品質確保の観点から適正範囲の上限

としている 1m2当たり 3万粒 8)の範囲内であった.なお，

2006年は6月上中旬および7月中下旬頃に低温少照傾向

であった(図 2). その影響で前年に比べて全ての試験区

とも総籾数が低くなったが，窒素肥効が持続する有機質肥

料系列では化学速効系列ほど総籾数が減少せず，精玄米収

量も化学速効系列を上回った.
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図2 水稲生育期間の日別最高 ・最低気温と日照時間の推移



施肥法による総籾数と精玄米収量の違い

2005年 2006年

総籾数 精玄米収量 総籾数 精玄米収量
X103粒 m-2 g m-2 x 103粒 m-2 gm-2 

一一 19.5(1.4) 423 
24.4 (1.1) 477 
26.3 (0.7) 562 
28.3 (1.7) 574 
21.0 (0.1) 371 
24.3 (0.9) 481 
24.9 (2.0) 505 
28.6 (3.3) 541 

(2008) 第 2号第 79巻日本土壌肥料学雑誌150 

表 2

390 18.2 (2.2) 

有機 2+0
有機 2+2
有機 5+0
有機 5+2
化学速効 2+0
化学速効 2+1
化学速効 5+0 28.3 0.7) 586 
化学速効 5+1 29.3 (0.1) 621 
肥効調節 27.6 (2.0) 527 
無窒素 22.9 (3.0) 498 
( )内の数値は籾数調査した5株の標準偏差を示す.

548 
570 
499 

26.9 (0.4) 
30.0 (0.2) 
23.5 0.7) 

低下傾向はみられず， 4つの区で同程度の値を示した.

なお，蔚長と充実花粉数との聞には 2005年でr= 0.949 

(p = 0.001)， 2006年でr= 0.853 (p = 0.003) の高い正の

相関関係があり(図 4)，田中の報告 18) と同様に両形質は

比例関係にあることが認められた.

4)籾数と充実花粉数の関係

籾数と充実花粉数との関係(図 5) を見ると， 2005年

は無窒素区と化学速効系列を合わせた4区に関して籾数

(x) と充実花粉数(y)との聞に r=一0.970(p = 0.030) 

の有意な負の相関関係が認められた.これに対し，有機質

肥料系列および有機質肥料と似た窒素供給ノ〈ターンを示し

た肥効調節型肥料区で‘は，籾数が増えても充実花粉数の低

下傾向は見られなかった.2006年も化学速効系列では籾

数と充実花粉数との聞に r=-0.893 (p = 0.041) の有意な

3)菊長と充実花粉数

2005年の蔚長は無窒素区2.10mmに対し，化学速効系

列では，化20区2.05mm>化 50区 1.96mm>化 51区 1.92

mmの順に施肥量が増えるほど小さくなる傾向が認められ

た(図 3). これに対し，有 50区2.00mm，有 52区2.04

mmであり，化学速効系列と異なり施肥量が増えても約長

は小さくならなかった また，肥効調節型肥料区では 2.05

mmで，有機質肥料系列と同等からやや高い値であった.

充実花粉数も蔚長と同様に化学速効系列では施肥量増に

{半って低下したのに対し，有機質肥料系列では低下せず，

肥効調節型肥料区も有機質肥料系列と同等からやや高い値

であった.2006年も前年と同様に化学速効系列では施肥

量が増えるほど蔚長 ・充実花粉数ともに低下する傾向が認

められたのに対し，有機質肥料系列では施肥量が増えても
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図3 施肥法による約長と充実花粉数の違い

約長のエラーパーは測定した 40約の標準偏差，充実花粉数の
エラーパーは血球計算盤による測定20回の標準偏差を示す.
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図4 約長と充実花粉数の関係

料*それぞれ 1%水準，5%水準で有意であ

ることを示す.
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図5 籾数と充実花粉数との関係

*:5%水準で有意であることを示す.
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負の相関関係が認められた.一方，有機質肥料系列でもわ

ずかに減少傾向であったが有意な相関関係はみられなかっ

た.両年を通して，同じ籾数レベルで、比較すると，有機質

肥料系列や肥効調節型肥料区が化学速効系列を上回る充実

花粉数であった.

5)稲体窒素濃度と充実花粉数の関係

減数分裂期頃に相当する出穂前 10日前後の茎葉窒素濃度

と充実花粉数との関係 (図 6) を見ると， 全般的に籾数の場

合と同様の傾向を示した.すなわち 化学速効系列では茎葉

窒素濃度 (x)と充実花粉数 (y)との聞に2005年でr=-0.958

(p = 0.042)， 2006年でr= -0.942 (p = 0.017)の有意な負の

相関関係が認められた.これに対し，有機質肥料系列では茎

葉窒素濃度が高まっても充実花粉数の有意な低下は認められ

ず，同じ窒素濃度レベルで比較すると有機質肥料系列の充実

花粉数が化学速効系列を上回る傾向であった.

なお， 2006年において化学速効系列の茎葉窒素濃度が

前年に比べて低かったのは， 6月から7月の低温少照傾向

(図 2) により肥料窒素の吸収が緩慢だったためである.

水稲の不稔歩合と蔚長，充実花粉数の関係についてはい

くつかの検討事例がある. NishiyamalO)は受精率 90%に

なるためには蔚当たり充実花粉数で640以上必要であると

し 田中 18)は蔚長で 1.8mm，充実花粉数で800を下回る

と不稔歩合が直線的に増加するとしている.本研究を実施

した 2年間は極端な低温には道遇しなかったことから，蔚

長・充実花粉数とも全ての区でこれらの値を上回り (図3)，

不稔はほとんど生じなかった.

窒素施肥と不稔歩合の関係については多くの知見があ

り，基肥窒素量が多く，籾数が多くなるような条件ほど不

稔歩合が高まることがよく知られている 9，17，23) 追肥との

関係では，幼穂形成期追肥は籾数を増加させるが，不稔歩

合も高めるとされている 15) また，立田 20)は低温の影響

を受けていない年次において両形質に対する施肥窒素の影

響を検討し，窒素施肥量が多いと蔚長が短く，充実花粉数

r=-0.942* 

15 

図6 減数分裂期頃の茎葉窒素濃度と充実花粉数の関係

2005年は7月28日(出穂前 13~ 14日)， 2006年は8月7日(出

穂前 9~ 11日)に調査したもの.

*:5%水準で有意であることを示す.
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茎葉窒素濃度(gkg-1) 
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察考4. 

が少なくなることを明らかにしている.本研究の化学速効

系列においても，基肥施肥量の増加と幼穂形成期追肥の実

施によって充実花粉数が低下する傾向を示し(図 5)，立

田 20)の知見と同じ傾向が確認されている.関連して，稲

体の窒素栄養面から不稔歩合との関係を解析した事例も多

く，危険期とされる出穂前 10日前後の葉身窒素濃度，あ
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るいは茎葉窒素濃度が高いほど不稔歩合が高まるとされて

いる1.12，14，2]) 本研究での化学速効系列では出穂前 10目前

後の茎葉窒素濃度が高いほど充実花粉数が低下する傾向が

認められ(図 6)，不稔を生じるほどではないものの既存

の知見を支持する結果が得られている.これまでの研究で

注目すべき点は，本研究の化学速効系列を含め，窒素施肥

と不稔歩合あるいは充実花粉数との関係を検討した報告全

てにおいて，肥料として速効性肥料が使用されている点で

ある.

有機質肥料は速効性肥料とは異なり，施用後有機態窒素

の分解に伴って徐々に窒素が供給される，緩効的窒素供給

パターンをとる(図1).本研究における有機質肥料系列

では化学速効系列とは異なり ，施肥量増加に伴って籾数が

増加し，茎葉窒素濃度が高ま っているにも関わらず，充実

花粉数の有意な低下がみられなかった(図 5，6). さらに，

尿素のみを緩効的に供給する純粋な化学肥料である肥効調

節型肥料でも，有機質肥料と同様に高い籾数と充実花粉数

が両立される傾向が認められた(図 5).有機質肥料では

成分の大部分が有機物であることから何らかの有機成分の

関与も想定される.しかし肥効調節型肥料でも同様の効

果が得られたことから，初長や充実花粉数に最も大きく影

響を及ぼしたのはそのような有機成分ではなく，緩効的な

窒素供給パターンそのものの可能性が大きいと推察した.

本研究で供試したような窒素無機化率の高い有機質肥料

と不稔歩合との関係をみた事例はほとんどないが，窒素成

分の緩効性に注目すれば，肥効調節型肥料を用いた事例が

いくつかある.宮城県の 1993年の試験成績 6)では，品種「サ

サニシキJで硫安基肥 3g.N m-2区の不稔歩合 46.2%に対

し，溶出期間 100日夕イプの肥効調節型肥料4g.Nm-2基

肥区で不稔歩合31.7%と明らかに軽減されている. このほ

か，青森県の冷水かんがい試験成績 2)では品種「むつほまれ」

において，幼穂形成期に速効性肥料を3g.Nm-2追肥した

区の不稔歩合が 82.6%に対し，穂首分化期に溶出期間40

日タイプの肥効調節型肥料を同量追肥した区の不稔歩合が

72.4%と軽減されている. これらは，緩効的な窒素供給パ

ターンにより高い充実花粉数が得られていることを支持す

る結果である.さらに，速効性肥料を用いた場合で、も，幼

穂形成期の数日前から追肥を 0.5'"1.5 g-N m-2ずつ 3"'4

回分施することにより，無追肥よりも総施肥量が多いにも

関わらず不稔歩合が軽減されることが報告されている 16，19)

これらの結果は，有機や無機などの肥料の種類を問わず，

稲体の吸収パターンに応じて徐々に窒素が供給される施肥

条件を作れれば，障害不稔に強い稲体質にできることを示

すものといえる.また，本研究の肥効調節型肥料区の充実

花粉数は，肥料からの窒素供給量がほぼ同等の有 50区の

花粉数を若干上回っていたことから(図3)，生育後半に窒

素供給される割合が高い肥効パターンであるほど，花粉数

等の拡大効果が大きいことも示唆される.

以上のように，有機質肥料からの緩効的な窒素供給パ

ターンによって，荊長と充実花粉数の拡大効果が得られた

ものと考えられた.なお，本研究では有機質肥料の追肥時

期を幼穂形成期 1週間前としていたが，施用時期によって

充実花粉数等への影響が異なることも考えられるので，今

後検討する必要がある.また，有機質肥料施用量について

も農家慣行に近い量のみで，精玄米収量も県平均に近い条

件で‘試験を行ったことから 適切な施用基準を策定するた

めには，有機質肥料の施用量の影響もより詳しく調べる必

要がある.今後，障害不稔が多発するような低温遭遇時の

データを蓄積し，不稔軽減に対する実効性を検証するとと

もに，米の品質や食味にも配慮しながら，有機質肥料の適

切な施用法を確立してゆくことが必要である.

5.要約

有機栽培で使用されている窒素無機化率の高い有機質肥

料が耐冷性向上に寄与しうるかどうかを検証するため，障

害不稔発生と関係が深い蔚長や充実花粉数に及ぼす影響

色化学肥料を対照として比較検討した.

(1)試験実施した 2年間は異常低温には遭遇せず障害不稔

は生じない条件であったが， 2005年の速効性化学肥料系

列の荊当たり充実花粉数 1080'"1319に対し，有機質肥料

系列では 1291'"1351と 約 10%高い値となった.肥効

調節型肥料区でも 1389と，有機質肥料系列と同様に高い

値であった.2006年も同じ傾向であり，速効性化学肥料系

列で 1016'"1137に対し有機質肥料系列で 1197'"1239 

と高い値を示した.両年の蔚長も充実花粉数と同じ傾向で

あった.

(2)速効性化学肥料系列では 1m2当たり籾数が多いほど

充実花粉数が低下する負の相関関係が認められたのに対

し，有機質肥料および肥効調節型肥料系列では籾数が多く

なっても充実花粉数の低下傾向は認められず，同じ籾数レ

ベルで比較すると有機質肥料吋巴効調節型肥料の方が高い

充実花粉数であった.

(3)速効性化学肥料系列では障害不稔と関係が深い減数

分裂期頃の稲体窒素濃度が高いほ長先実花粉数が低下する

負の相関関係が認められたのに対し，有機質肥料および肥

効調節型肥料系列では稲体窒素濃度が高まっても充実花粉

数の低下傾向は認められず，籾数の場合と同様の関係が認

められた.

(4)有機質肥料と肥効調節型肥料で共通の傾向が認めら

れたことから，緩効的な窒素供給パターンにより蔚長や充

実花粉数の増大効果が得られたものと推察した.
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Organic fertilizer application increases anther length and number of engorged pollen grains 

in rice plants 

Noriaki TAKI I， Masurni ASANO I， Chi白戸1KUMAGAI 1， Atsushi HATANAKA 1，2 and Kimio SAITO 1，3 

1 Miyagi Pref Furu初waAgricultural Experiment Station， 2 Present address: Miyagi Pref Plant Protection Office， 

3 Present address: Miyagi Plant Protection Association 

Organic fertilizer (OF) is widely applied in paddy fields because of a growing environmental consciousness among 

farmers. However， no studies have examined the effect of easily decomposable OF on the cold tolerance of rice plants. In this 

study， we examined the effects of easily decomposable OF on anther length and the nurnber of engorged pollen grains， as 

thes巴characteristicsare closely related to cold injury. Readily available inorganic fertilizer (RAF) and controlled-availability 

inorganic fertilizer (CAF) were used as controls. During our obs巴rvationsin 2005 and 2006， air temperatures were not 

sufficiently low to damage rice plants. In 2005， the nurnber of engorged pollen grains ranged from 1089 to 1319 per anther 

in the RAF plots， versus 1291 to 1351 in the OF plots (an increase of approximately 10%). The number of pollen grains 

in the CAF plot was 1389， similar to that in the OF plots. In 2006， the number of pollen grains ranged from 1016 to 1137 
in the RAF plots， versus 1197 to 1239 in the OF plots. Anther length was longer in the OF and CAF plots than in the RAF 

plots. The number of engorged pollen grains in the RAF plots was significantly negatively correlated with the nurnber of 

rice grains per square meter， whereas those in the OF and CAF plots showed no correlation. Thus， the number of engorged 

pollen grains in the OF and CAF plots was greater than that in the RAF plots at the same grain density. Furthermore， the 
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number of engorged pollen grains in the RAF plots was significantly negatively correlated with the nitrogen content of 

the shoots at m巴iosis(a factor that was most sensitive to cold weather)， whereas those in the OF and CAF plots showed 

no correlation. These results suggest that the slow release of nitrogen from OF and CAF increased anther length and the 

number of engorged pol1en grains. 

K々ywords: anther length， number of engorged pollen grains， organic fertilizer， rice plants， slow N supply 

Gpn.]. Soil Sci. Plant Nutr.， 79，147-154，2008) 
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