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各水稲品種に対する電 解水散布による

生育 促進と収量増 加に関する研究

上田知弘 1) ・佐能正剛 2) ・深井 正清 2) ・草 刈 異ー 2) 

阿知波信夫 3) ・阿部 一博 4) 

〔キーワード 強アルカリ性電解水，水稲品種，

葉面散布，生育，収量，玄米品質

1 . はじめ に

強酸性電解水は安全性の高い食品添加物として

、厨房の機器やカット青果物などの衛生管理に利用

されている(阿知波ら 2003) .また，強アルカリ

性電解水は野菜の養液栽培の培養液に希釈混入し

でも殺菌効果があるとされており(阿部ら 2004)， 

ミツバ等の葉菜類では，強アノレカリ性電解水の葉商

散布による成長促進と品質向上の効果が報告され

ている(阿知波ら 2003)

そこで，大阪府立食とみどりの総合技術センター

(現大阪府環境農林水産総合研究所)では，水稲

栽培において生育促進と増収効果を目的に， 2005 

年度から強アルカリ性電解水の葉面散布試験を開

始した.その結果，水稲移植 1カ月後から出穂まで

に強アルカリ性電解水を毎週 l回散布 (80L/300m2，

総回数 7~8 回)することによって植物体の生育と

収量が増加し，玄米の食味などには影響がないこと

が明らかになった(上回ら 2007) . 

本報では， 2005年の試験を深化させ，異なった水

稲品種において，出穂前までに強アルカリ性電解水

を葉面散布試験した成果について報告する.

2. 材料および方 法

(1)供試材料

試験ほ場は，羽曳野市(所内の水田 5a) を使用

した.供試水稲品種については，圏内栽培されてい

る水稲作付面積上位 5品種「コシヒカリ J， Iあき
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図 1 電解水生成装置(ホシザキ電機製 ROX-20TA)

たこまちJ， Iヒノヒカリ J， IひとめぼれJ， Iキ

ヌヒカリ Jとし，すべての品種は 2006年 5月 31日

に移植した.このときの栽植密度は条間 30cm，株

間 18.5cmとし， 育苗および肥培管理は地域の慣行

のとおりとした.

電解水生成装置は，ホシザキ電機製 ROX-20TA

(図1)を使用し，強アルカリ性電解水を生成した.

なお，生成時の pHは 11.3以上で‘あった.

(2)試験区の設置方法および電解水

散布方法

試験区は慣行区と強アルカリ性電解水散布区(以

下，散布区)の 2区を設置した.散布区については

強アルカリ性電解水を移植 33日後から出穂直前ま

で 4~6 回， 1週間ごとに 0.27L/m2を動力噴霧器で

葉面散布した(図 2)

なお，強アルカリ性電解水(以下，電解水)は散

布直前に生成したものを使用した.

(3)調査方法ー

1)生育および収量調査

生育調査は，電解水散布開始から出穂まで週
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図2 水稲生育中における強アルカリ性電解水の散布

図3 近赤外線分析計 (Kett製.AN-700) 

間ごとに各区 10株について，草丈と茎数を計測し，

出穂、後は穂数，稗長，穂長を調査した.また，水稲

の葉色については，葉緑素含量を光学濃度差で測定

できるミノノレタ製の葉緑素計 SPAD-502を用いて，

各区 10株の最長茎の

cコ ・・・
す 慣行区茎数 + 散布区茎数

;ji lnl ~1 

2)玄米品質調査

玄米の品質評価は精玄米に調製した後，近赤外線

分析計 (Ke社製.AN-700) を用い(図 3).玄米中

のタンパク，アミロース，水分，脂肪酸を測定し，

品質評価値を算出した.

3. 結果および考察

(1)生育に及ぼす影 響

生育調査ではあきたこまち」は散布区が慣行

区よりも草丈が伸長する傾向がみられ，茎数は同等

であった(図 4) .出穂後の調査では，生育期と同

様の結果となった(表1)

「コシヒカリ Jは生育期において，慣行区で茎数の

多い傾向がみられたが，散布区では草丈が伸長する

傾向が認められ，出穂後も草丈は長くなった(図 5). 

「ひとめぼれJについても生育期に散布区の草丈が

伸長する傾向がみられた.出穂後についても同様の

結果で、あった(表 1) • iヒノヒカリ 」は，生育期の

葉において 3反復測定 表 l 強アルカリ性電解水散布が各水稲品種の生育(出穂後)に与える影響

しSPAD値を求めた. 全長 稗長 穂長 穂数
収量調査として，慣行

試験区 移植日 出穂、日 成熟期
(cm) (cm) (cm) (本1m2

)

区と散布区の各区 30 あきたこまち慣行区 5月31日 7月31日 9月6日 90.6 69.2 21.4 225.2 

株を 3反復採取し，乾
あきたこまち散布区 5月31日 7月31日 9月6日 92.2 69.7 22.4 246.8 

コシヒカリ 慣行区 5月31日 8月1日 9月6日 101.5 76.0 25.5 275.7 
燥後に脱穀し，粒径 コシヒカリ 散布区 5月31日 8月l日 9月6日 103.4 78.2 25.3 279.3 

1. 8 rnm以上の精玄米 ひとめぼれ慣行区 5月31日 8月3日 9月7日 96.8 76.5 20.3 281.1 

に調製した ひとめぼれ 散布区 5月31日 8月3日 9月7日 96.1 76.5 19.6 263.1 

キヌヒカリ 慣行区 5月31日 8月8日 9月20日 89.3 67.6 21.7 306.3 

キヌヒカリ 散布区 5月31日 8月8日 9月20日 90.8 69.7 21.2 315.3 

ヒノヒカリ 慣行区 5月31日 8月25日 10月9日 104.9 84.2 20.6 248.6 

ヒノヒカリ 散布区 5月31日 8月25日 10月9日 102.4 82.0 20.4 266.7 

穂数はm2換算値(栽植密度 30cmx 18.5cm) 
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水稲における SPAD値については，極早生「コシヒ

カリ」および中生「ヒノヒカリ」をみると，両区の
ロ 慣行区草丈 聞 散布区草丈

--.-慣行区茎数 4 一散布区茎数

321JJセモ咽ド63
間 40川圃下 咽「圃 1サ

7月3日 7月11日 7月19日 7月25日

図 5 コシヒカリ」草丈 ・茎数の推移

図中の縦棒は標準偏差を示す (n=20)

45 r --1ト 慣行区

ベ〉一 散布区
草壁 40
Q 
〈

色35 人ネミ 戸

30 
7月3日 7月11日 7月19日 7月25日

図 6 コシヒカリ」の禁色の推移 (SPAD 502) 

図中の縦棒は標準誤差を示す (n=60)
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差は明らかでなかった(図 6，7) . 

(2)収 量 に及ぼす効果

各品種の収量調査結果を表 2に示したあきた

こまちJは散布区と慣行区で差はみられなかった.

「コシヒカリ J， iキヌヒカリ j については，慣行

区より散布区が多かった.またひとめぼれJ， iヒ

ノヒカリ」については，逆に慣行区が散布区より多

くなった.

以上から， iコシヒカリ J， iキヌヒカリ」は増収，

「あきたこまち」は同収量，iひとめぼれJ， iヒノ

ヒカリ」は減収の結果となった.玄米千粒重につい

ては，全品種とも散布区が軽い傾向を示した.一穂

籾数はすべての品種において，散布区が多し、傾向を

示した(上回ら 2007)

これまでの生育および収量調査結果から，昨年の

試験と同様に強アルカリ性電解水を散布した場合，

作物体は生育増進効果があり，増収効果がみられた.

とくに収量では「コシヒカ リ」のような早生品種で

増収効果が発現しやすいものと推察された.

散布回数が昨年よりも減少しているにもかかわ

らず，増収効果のあった品種では，散布時期が花芽

分化期から幼穂、形成期に該当する期間であったた

め，効果的な時期は出穂前 25日頃であると思われ

た.

草丈と茎数は両区とも

ほぼ同じとなった.出 表 2 各水稲品種における坪刈調査

穂、後の穂数は散布区が 全重 わら重 籾重 精玄米重千粒重 登熟 一穂籾数
多かった(表1) . iキ

試験区
(g/m2

) (g/m2
) (g/m2

) (g/m2
) (g) 歩合 (粒)

ヌヒカリ Jは，散布区 あきたこまち慣行区 1039.4 600.5 438.8 292.3 20.0 0.7 77.8 

において生育期の草丈
あきたこまち散布区 1070.5 634.6 435.9 293.8 19.5 0.7 80.5 

コシヒカリ 慣行区 1168.6 639.9 528.7 385.3 20.8 0.7 83.1 
が高い傾向を示したが， コシヒカリ 散布区 1250.6 680.5 570.1 415.8 20.4 0.7 104.2 

出穂後は両区ともほぼ ひとめぼれ恨行区 1373.3 728.9 644.5 486.9 21.9 0.8 90.6 

同じとなった(表1) ひとめぼれ散布区 1374.8 740.4 634.3 480.1 21.4 0.7 102.2 

なお，すべての品種の
キヌヒカリ 慣行区 1216.4 694.5 521.9 373.2 20.8 0.8 87.6 

キヌヒカリ 散布区 1263.9 734.0 529.9 385.8 20.6 0.7 93.9 
出穂日において，散布 ヒノヒカリ 慣行区 1571.5 916.9 654.7 452.4 21.1 0.7 96.5 

区と慣行区に差はみら ヒノヒカリ 散布区 1603.7 962.4 641.3 433.1 21.1 0.7 110.7 

れなかった.生育中の 調査日 2006年11 月 27 日 ~2006年1 2月 22 日 目
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図 8 水稲品種における玄米中のアミロース

図中の縦棒は標準誤差を表す (n=18)
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図 9 水稲品種における玄米中のタ ンパク含有率

図中の縦棒は標準誤差を表す (n=18)

(3)玄米品質に及ぽす影 響

玄米品質において，アミロースについては散布区

と慣行区で差はみられなかった(図 8) .しかし，

タンパク含有率は，散布区が低い傾向がみられた

(図 9) また，脂肪酸については「ヒノヒカリ J

を除き，散布区が低い傾向が示された(図 10) .結

果として，品質評価値については，散布区が慣行区

よりも高い傾向を示した(図 11) (上回ら 2007). 

「あきたこまち」の散布区における玄米品質は，慣

行区よりも向上しており，これはタンパク含有率と

脂肪酸が少ないことに起因しているコシヒカリ J， 

「ひとめぼれ」についてもあきたこまちJと同

様の傾向がみられ，タンパク含有率と脂肪酸が低い

数値を示し，品質評価値は散布区が向上したキ

ヌヒカリ J， rヒノヒカリ」については，慣行区と

散布区で顕著な差はみられなかった.

以上により，強アルカリ性電解水を散布した場合， ー

玄米中のタンパク含有率および脂肪酸の低下が認

められ，品質評価値は向上する傾向が明らかになっ

た.
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図 10 水稲品種における玄米中の脂肪酸

図中の縦棒は標準誤差を表す (n=18)
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図11 水稲品種における玄米品質評価値

図中の縦棒は標準誤差を表す (n=18)

4. 今後の課題

現在，農業分野での電解水利用については，施設

栽培の衛生管理などで強酸性電解水が活用されて

いることが多い.今回の試験で，強アルカリ性電解

水を水稲に散布することによって，異なる品種間に

おいても一穂籾数の増加がみられること，玄米中の

タンパク含有率および脂肪酸が低下することなど，

新たな知見が得られた.また，水稲生育中の電解水 、

散布は，花芽分化期から幼穂形成期において有効で5

あると推察される.しかし，電解水の詳細な挙動に

ついては不明な部分が多いため，これらの解明にさ

らなる調査が必要であると考える.
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外国文献抄録

Brassica o/eraceaの開花時期を制御する OTLには FLCパラログの塩基配列多型が関与しているか?

Razi，H.， E.C. Howell， H.J. Newbury and M.J. Kearsey 

2008. Does sequence polymorphism of FLC paralogues 

underlie flowering time QTL in Brassica oleracea'ワ
Theor. Appl. Genet. 116・179-192.

ブラシカ属植物において，開花時期を制御している複数

の QTLがこれまでに検出されている また，シロイヌナズ

ナとのシンテニーを調べた結果から，FLC， FY， CONSTANS 

などがこれらの QTLの候補遺伝子としてあげられている.

本研究では FLCに注目し，FLCおよびそのプロモーター領

域について構造を調べた.また，すでに知られている開花

時期を制御する QTLとFLCの染色体上の位置をマッピング

を用いて比較した.

集団の親系統には自家和合性で開花の早い A12DHd

(AI2) と，自家不和合性で開花の遅い GDDH33(GD) を用

いた.これらを交配して半数体倍加系統を作成し，実験に

は戻し交配をした後自家受粉させた BC1S，集団を用いた.

ブラシカ属植物の 4つの FLC， BoFLCl，必死C3，BoFLC4， 

BoFLC5についてプライマーを作成して各遺伝子のエキソ

ンとイントロンの長さを調べたところ，イントロン Iとイ

ントロン 6の長さが遺伝子ごとに大きく異なっていた.塩

基配列を読んでアミノ酸配列を推定した結果，ブラシカ属

植物の各FLCとシロイヌナズナのFLCは高い相向性を示し

た.また，プロモーター領域について塩基配列を調べてシ

ロイヌナズナと比較したところ，かなり大きく異なってい

ることがわかった.しかし，FLCの発現に必須であると考

えられている領域では塩基配列が保存されていた.

次に， A12の塩基配列を元にプライマーを設計し，A12 

とGDの問でそれぞれの FLCがアミノ酸配列多型を示すか

どうかを調べた その結果，必死C1と必死C3では多型が

認められたが，BoFLC4と BoFLC5では多型は認められな

かった.また， A12において BoFLC4のエキソン 4とBoFLC.5

のエキソン 2に本来ないはずの終止コドンが入っている

ことが確かめられ，Bo.氾 C4と必死C5は偽遺伝子であるこ

とが考えられた.

続いてそれぞれの FLCについてマッピングを行い，染色

体上の位置を推定したその結果，BoFLC1は第 9染色体

上，必死C3，必死C5は第 3染色体上，BoFLC4は第 2染色

体上に存在することが確認された.必死C1，必死C3，BoFLct 

については既知の開花時期に関わる QTLと同じ領域に存

在していた.しかし，BoFLC4は QTLの存在しない領域に

あることがわかった.

FLCの機能を調べるために BC1S，集団の表現型および遺

伝子型を調べたところ，開花の遅い個体で Bof至。が A12

由来になっているものが見つかった.このことから，この

集団において開花時期を制御している遺伝子は必死C3で

はない可能性が示唆された.また必死C1でも表現型と遺

伝子型の聞に関連はみられなかった.以上から，この集団

においてFLCは開花時期を制御する QTLには関わっていな

いと恩われる.

(東京大学大学院農学生命科学研究科園芸学研究室

三宅俊介)
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