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重粘土水田における亀裂生成が水稲の水分吸収

および収量・品質に及ぼす影響*

金田吉弘 ・高橋大悟 ・佐藤 孝
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1 .はじめ に

東北の日本海側などに広く分布する重粘土水田は，排水

性が著しく低いことから，大型機械による収穫作業を安定

して実施するためには，落水後の速やかな土壌乾燥が重要

である.通常，水田作土には乾燥に伴い表面に亀裂が生成

し1.2) それを契機に暗渠に繋がる水みちが生じ排水が促

進される.特に，粘土含量が多く粘土鉱物が親水性のスメ

クタイトを主体とする重粘土水田では，亀裂の発達が排水

性の向上に重要な役割を果たしている.

近年の水稲収穫作業は大型コンパインを利用する場合が

多く，圃場が軟弱な状態での作業性は著しく低下し，メIjり

遅れにより米の品質低下を招く例も多い.そのため，重粘

土水田で、は中干し後の降雨により乾燥した土壌が再び軟弱

になることを防ぐ目的で，濯水時期を遅らせることから土

壌の乾燥が過度に進み過剰な亀裂が生成する場合が多い.

しかし土壌の乾燥は進行するものの，過剰な亀裂により

表層に分布する水稲根が切断されることなどにより，水稲

は急激な水分ストレスを受ける可能性が考えられる.

登熟期の強い水分ストレスは水稲の収量や品質に悪影

響を与えることが知られている 3) 特に. 1990年代以降

我が国においては水稲栽培期聞が高温で経過する年次が多

く，水分ス トレスによる収量や品質低下が問題になってい

る4) そのため，水分ストレスに対応する方策のひとつと

して，水田作土に過剰な亀裂を生じさせることなく土壌の

乾燥を促進させ，安定した収穫作業を可能にする聞場管理

方法が求められる.栽培法と亀裂については，代かきを行

わない乾田直播栽培では亀裂は大きくならないとの報告 5)

がある.しかし，亀裂の生成程度が水稲の水分吸収や収量，

品質に及ぼす関係を明らかにした報告は見られない.

そこで，粘土鉱物の主体がスメクタイトである八郎潟干

拓地の重粘土水田において 異なる耕起方法が亀裂生成に

およぼす影響を明らかにするとともに，亀裂の形状が水稲
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体の水分吸収および収量，品質におよぼす影響を解析した

ので報告する.

2.試験方法

1 )調査圃場

調査は. 2007年に八郎潟干拓地内にある秋田県立大学

生物資源科学部附属フィールド教育研究センターと農家の

代かきおよび無代かき水田で行った.土壌は，いずれの圃

場も田川統に属する粘土含量が 51%の強粘質細粒強グラ

イ土である.また，各国場の面積はし、ずれも 1.25haである.

2)作業方法

フィールド教育研究センター内の無代かき圃場の耕起と

砕士は4月24日に行った.代かき聞場の耕起，代かきは，

それぞれ4月18日. 5月1日， 移植日は無代かき圃場5

月16日，代かき圃場5月15日である. また，農家の無代

かき圃場では，耕起と砕土をそれぞれ. 4月30日.5月

10日に行った.代かき圃場の耕起は5月11B. 代かきは

5月13日に行った.移植日は，無代かき圃場5月19日，

代かき圃場5月21日である.供試品種は，いずれの圃場

も駄目県の水稲栽培奨励品種であるあきたこまちである.

フィールド教育研究センターと農家聞場で使用した作業機

は，いずれも耕起はロータリ ，無代かきの砕士はパーチカ

ルハロー，代かきはドライブハローである.中干し後の間

断潅水は，フィールド教育研究センター圃場は8月30日，

農家閏場は. 8月1日. 8月15日. 8月25日に実施した.

間断濯水の開始時期が，一般水田に比べて遅いのは土壌の

乾燥を進めて収穫作業のための地耐力を確保するためで‘あ

る.

各国場の施肥は， シグモイドタイプの溶出特性をもっ

肥効調節型肥料(被覆尿素・窒素含有率 40%:施用後地

温 25
0Cで約 30日間の溶出は極少で，その後約 30日間で

80%が溶出) による育苗箱全量施肥で5.0g-N m-2相当

量を接触施肥し，追肥は行わなかった.

3)亀裂強度の測定

亀裂の測定は，フィ ールド教育研究センタ ー内の無代か

き圃場と代かき圃場において.7月8日の中干し開始時か

ら8月29日まで、の落水期間に行った.各国場内の平均的

な3カ所の条間内 (30cm X 100 cm)に生成した亀裂の長

さおよび幅，深さを経時的に測定した.長さは巻尺により，

幅と深さはノギスを用いて測定し，亀裂強度(長さ cmX
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1)亀裂の生成量と形状

図1には，土壌表面に生成した亀裂量を亀裂強度(長

さcmX幅 cmX深さ cm) として示した.代かき圃場にお

ける亀裂強度は，中干し後 20日目から急激に増え， 8月

下旬まで継続的に増加した.中干し後 20日固までの降水

日は5日であり，最大降水量も 5mmと少なく土壌は乾燥

しやすい状態であった.さらにその後， 8月下旬ま での

10mm以上降水日は4日と少なかった.亀裂強度が急激

に増加した中干し後 20日目から40日目ま では，主に条聞

に沿った方向への伸張量と深さが増加した.また， 40日

目から 50日目にかけては，幅の増加が認められた.一方，

無代かき圃場での亀裂強度は代かき圃場と同様に中干し後

20日目から増加したが，その増加量は代かき圃場に比べ

て明らかに少なかった.

図2には，代かき圃場において気孔開度と蒸散量を測定

した場所の亀裂の表面形状と断面形状を示した.亀裂は条

間と株聞に認められ，幅 0.9~4.9cm，深さ 4.4~9.4 cm の

形状を呈していた.図3には，無代かき圃場における亀裂

の形状を示した.亀裂は， 主に条聞に認められ，幅 0.4~0.8

cm，深さ 0.8~ 1.6 cmと代かき圃場に比べると明らかに小

さな形状であった.

2)水稲葉身の気孔開度および蒸散量

図4には，水稲止葉の気孔開度の日変化を示した. 日照

時聞が 7.4時間の 9月4日における代かき圃場の気候開度

は， 1から1.5とほとんど同じ低い値で推移し， 11時か

ら14時 30分までは無代かき圃場の 2から 3に比べて有意

に低下していた.一方，日照時聞が 1.5時間と少なかった

9月5日では，いずれの圃場も 14時頃までは9月4日に

比べて気孔開度は高い状態で推移した.また，9時30分

から 11時までは代かき圃場に比べて無代かき圃場におい
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幅cmX深さ cm) として算出した.

4)水稲葉身の気孔開度および蒸散量の測定

葉身の気孔開度の測定は，農家代かき圃場の亀裂部分と

無代かき圃場において平均的な 5株について行った.方法

は，エチレングリコール ・イソブチルアルコールを用いる

湿潤法 6)で，最長茎の止葉の中央部について， 9月4日(日

照時間7.4時間)と 9月5日(日照時間 1.5時間)の 10時

から 15時まで30分ごとに測定した.気孔開度は数値で表

し，数値が大きいほど気孔が大きく聞いていることを示す.

蒸散量の測定は，気孔開度の測定と同一日に同じ場所に

おいて平均的な 5株について行った.方法は， リーフポロ

メーター CSC-1型 :メイワフォーシス製)を用いて，気

気孔開度と同様に最長茎の止葉の中央部について 9月4日

と9月5日の 10時から15時まで30分ごとに測定した.

5)水稲根の分布調査

収穫前の 9月20日に農家代かき圃場の大亀裂部分と無

代かき圃場において水稲根の分布調査を行った.調査は，

それぞれ 1カ所で、行った.水稲根を含む土壌試料は，片面

がはずれるように細工した縦 30cm，横 30cm，幅 8cmの

ステンレス製枠を用いて採取した.ステンレス製枠を平均

株が中央になるように固定した後に縁をノ、ンマ一で

ながら深さ 1叩Ocmまでで、打ち込み，枠をスコップにより堀上

げ片面をはずして枠内の土壌試料を採取した.試料は，株

を中心に3ブロ ックに切り分けた後，各ブロ ックに含まれ

る水稲根を水道水で洗別し， 800

Cで通風乾燥し乾物重を

測定した.

6)水稲の水分吸収測定

穂揃後の9月1日にフィールド教育研究センター内の代

かき圃場の大亀裂と小亀裂部分において重水 (D20)を利

用し水分吸収量を測定した.あらかじめ水稲 10株が入る

縦 140cm，幅 70cm，高さ 20cmの木枠を設置し，枠内に 0.1

%。の重水素を含む重水を 30リットル加え 24時間放置し

た.その後， 10株の水稲茎葉部を田面から lOcmの高さ

で切断し，事前に重さを測定した約 1.5gの脱脂綿を切口

に接触させアルミホイルで、包み 1時間後の脱脂綿重を測定

した.さらに， 6000回転で2分間の遠心分離により脱脂

綿から導管液を採取した.後日，採取した導管液の重水素

濃度を同位体比測定用質量分析計DELTpluSXPCサーモフィ

ニガン社製)を用いて計測し重水由来の水吸収量を算出し

た.

7)収量および収量構成要素，外観品質の調査

9月 20日に，農家圃場における代かき圃場の大亀裂お

よび小亀裂部分，無代かき圃場で各4カ所から水稲体 20

株を地際から刈り取った後に定法により，精玄米重 (粒厚

1.9mm以上) および収量構成要素を調査した.また，静

岡製機K.K製の穀粒判別器により白粒米や胴割米などの

外観品質を調査した.
自/31

月日

図1 耕起方法の違いが亀裂生成に及ぼす影響

エラーパーは標準誤差を示す調査条間(幅30cmx長さ
lOOcm). 

8124 8/17 8/10 自/37/27 7/20 7/13 
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図4 亀裂が水稲の止葉気孔開度の日変化に及ぼす影響

エラーパーは標準誤差を示すはTukey法により 1%水準で有意差があることを示す

て有意に高く 推移したが，代かき圃場と無代かき圃場の違

いは9月4日に比較すると小さかった.

図5~こは，水稲止葉の蒸散量の日変化を示した. 日照時

聞が7.4時間の 9月4日における代かき圃場の蒸散量は，

無代かき圃場に比べて 11時から 14時まで低く推移した.

また， 日照時聞が1.5時間と少ない 9月5日における蒸散

量は 10時から14時までは圃場開での違いは小さく ，それ

以降 15時 30分にかけて代かき圃場では急激に低下した.
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両箇所とも土壌水由来に比べて少なく，特に大亀裂部分で

の低下が顕著であった.

5)収量および収量構成要素

表 2には，各区における収量と収量構成要素を示した.

また，写真 1には，収量調査を行った場所における亀裂

の生成状況，図 7には各場所における代表的な亀裂の形状

直Z口
2.0 

1.5 (-z
p
業
J

E
)

担
当
窓

3)水稲根の分布

表 1には，幅 8cm，深さ 0'"10 cmの作土中に分布する

水稲根の乾物重を示した.代かき圃場の大亀裂付近では水

稲体から横に伸張した根は亀裂により切断されており，株

直下左右 5cm と左右各 5'"15 cm部分の根重は無代かき

圃場に比べて少ない傾向が認められた.

4)水稲の水分吸収測定

図6~こは，水稲による土壌水と濯瓶水の吸収量を示した

ここでは，重水由来の吸収量を擢甑水吸収量として示した.

大亀裂部分における土壌水由来，濯j既水由来吸収量は，い

ずれも有意に減少しており，小亀裂部分に対する割合はそ

れぞれ 46%，14%であった.また，濯概水由来吸収量は 1.0 

図6 亀裂の大きさが水稲の水分吸収に及ぼす影響

エラーパーは標準誤差を示すは，各項目聞に

Tukey法により 1%水準で有意差があることを示

す.
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表2 亀裂が収量および収量構成要素に及ぼす影響

穂数 総籾数 登熟歩合 千粒重 精玄米重(1.9mm以上)

(本 m-2) (x 103粒mり (%) (g) (gmり 収量指数

無代かき 386' 32.3' 86.9' 2l.3' 596' (100) 
代かき(小亀裂 375' 29.9' 89.4' 20.7ab 554a 93 
代かき(大亀裂 383' 30.1 a 69.7 b 20.5 b 468 b 79 

異なる英小文字問にはTukey法により 5%水準で有意差があることを示す 。

試験区

無代かき園場代かき園場(小亀裂部分)

収量調査区における亀裂の状況写真 1

代かき圃場(大亀裂部分)
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を示した.大亀裂部分では最大幅4.2cm，最大深さ 10.3

cm，小亀裂部分では，最大幅 2.5cm，最大深さ 3cmの亀

裂が生成していた.さらに，無代かき圃場では，最大幅 1

cm，最大深さ 1.8cmの亀裂が認められた.

穂数，総籾数についてみると各区間において有意な違い

は認められなかった.また，登熟歩合は無代かき闇場と

代かき圃場小亀裂部分では有意な違いはなかったものの，

代かき圃場大亀裂部分では 69.7%と有意に減少していた.

さらに，千粒重は無代かき圃場と代かき圃場小亀裂部分，

代かき圃場小亀裂部分と大亀裂部分との聞には有意な違い

は認められなかったものの，代かき圃場大亀裂部分では

20.5gと小さく無代かき圃場の 21.3gに比べて有意な差が

認められた.その結果，精玄米重は無代かき圃場>代かき

圃場小亀裂部分>代かき圃場大亀裂部分の順に高く，特に

大亀裂部分では 468gm-2と無代かき圃場の 596gm-2に

比べて 21%減少し有意な違いが認められた.

表3には，玄米の外観品質の調査結果を示した.整粒歩

合，白粒米割合，胴割米割合はいずれも無代かき圃場と

代かき圃場の小亀裂部分では有意な違いは認められなかっ

た.しかし代かき大亀裂部分では，整粒歩合は 67.8%

と他区に比べて明らかに低く，白粒米割合と胴割米割合は

増加しており，外観品質の低下が顕著であった.

4.考察

我が国の水田面積の約 18%を占める 5) といわれる重粘

土水田は，排水性の低下により軟弱化しやすく大型機械作

業の障害となりやすい.特に，収穫作業時には地表の乾燥

を促進させ地耐力を確保することが重要となる 重粘土水

田において地表の過剰な水分を早期に排除し乾燥を進める

ためには，暗渠に通ずる水みちを形成させることが必要と

なる.亀裂は，土壌の乾燥に伴い生成し，暗渠までの水み

ちとして重要な役割を果たす 7) しかし地耐力を確保す

ることを最優先するあまり，土壌を過度に乾燥させること

IO.3cm 

3.0cm 

7.6cm 

f-tかき
(大亀裂)

代かき
(小亀裂)

2.5cm 

1.8cm 

無代かき

図7 収量調査区における亀裂の形状

表3 亀裂が玄米の外観品質に及ぼす影響

O.7cm 

試験区
整粒歩合 白粒米割合 胴割米割合

(%) (%) (%) 
無代かき 80.5" 0.3" 7.4" 

代かき(小亀裂 83.1" 0.2" 5.2" 
代かき(大亀裂 67.8b 1.7b 14.9b 

異なる英小文字聞には Tukey法により 5%水準で有意差が

あることを示す

により生成する過剰な亀裂は， 水田の保水力や水稲の生育

に悪影響を及ぼす場合が見られる.例えば， 山間地の棚田

では，深部に達する亀裂の生成は，圃場の貯水能力を低下

させるとともに，地中に大きな水みちを形成し，斜面崩壊

の誘引となることが指摘されている1)また，畑転換前の

重粘土水田において乾燥を促進させるために早期に落水す

る栽培を導入した場合，下層に達する亀裂は土壌の排水性

と酸化・ 乾燥を進めるため転換後の畑には有効で、あるが，

水稲栽培時には暗渠の位置まで亀裂を発達させる必要はな

いことが報告されている 8) 気候との関連では，高温気象

条件下において，水稲に対する水分供給が収量性や品質を

左右すること 9，10)が報告されており，乾燥に伴う亀裂を過

剰に生成させない圃場管理方法が重要である.

これまで，亀裂の発生は土壌の乾燥，収縮，水稲の蒸散な

どによって起こり，その程度は粒径組成，粘土含量などのコ

ロイドの性質によって異なること 5)や強い代かきによって

直線的な幅広い形状になることなどが知られているJ)

また，水稲が作付けされた圃場で‘は，水稲が水分を吸収

しなくとも根系の存在が土壌中の細かい亀裂の生成を増大

させる作用があることが報告されている!l)

栽培法と亀裂との関係では，代かきを行わない乾田直播

において亀裂の生成は少なく ，その理由として，無代かき

条件では透水性が確保され湛水中の Ehが高く推移し，土

壌粒子の分散も代かき田ほど進まず収縮が小さいためと報

告されている 5) 土壌水分と亀裂生成の関係については，

土壌粒子の充填状態によって異なるものの，重粘土では低

pFの水分領域でも亀裂は生成しやすいことが示唆されて

いる 12) また，親水性の強い土壌は収縮量が大きく， 細

粒土壌ではpF1.2'" 1.5の比較的低水分領域で亀裂の生成

がみられることが報告されている 5)

以上の知見を参考にすると，粘土含量が 51%と多く 粘

土鉱物が親水性のスメクタイトを主体とする本報告の重粘

土圃場においては，代かきによって亀裂が生成されやすい

条件にあると考えられた.一方，本報告で示したように無

代かき圃場では代かき圃場と同様に乾燥は進んだものの代

かき圃場に比べて明らかに亀裂の生成量は少なく，既往の

結果と一致していた.無代かき圃場において亀裂生成量が

少なかった要因は，土壌粒子の分散が少なく，粗孔隙も多

いことから収縮が小さかったためと推察した

さて，気孔の開閉は蒸散作用に著しい影響を及ぼすと同

時に， C02の葉内への取り込みを通して，光合成と密接

な関連をもつことが報告されている 13) 石原ら 14)は，葉

身の気孔開聞に対する根切除の影響を明らかにするため

に，水稲株周辺土壌を深さ 10cmの円筒状に切り，気孔

開度への影響を測定した.その結果，根群の一部が切除さ

れることによって水稲葉身の気孔開度の日変化は影響を受

け，無処理区に比べて蒸散が盛んになりやすい日に顕著に

小さくなり，根切除処理は主として根の水分吸収能力の減

少を通して気孔の開閉に影響しているとしている. このよ

うに，根の機能が低下した場合には気孔開度が低下するた
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め，光合成能力に影響を及ぼすことが予想される.本報告

で明らかにしたように，代かき亀裂部分の気孔開度は亀裂

が少ない無代かき圃場に比べて小さく，特に日照時聞が多

い日では有意な違いが認められた.また，代かき亀裂部分

の蒸散量は， 日照時聞が多い日において少なく推移してい

る.亀裂部分の蒸散量が少ない理由として，表1で示した

ように亀裂部分の作土では水稲根が切断され，図6のよう

に土壌由来水および、濯甑水の吸収量が著しく低下すること

から稲体の水分が不足し，それに対応して気孔が閉じられ

るためと考えられた.このことから，大亀裂の生成は水稲

根の切断をもたらし根から吸水量が減少することにより

気孔開度を減少させ光合成に著しい影響を及ぼすことを示

唆している.

さらに，観察したところ生成した大亀裂は登熟期に再び、

潅水した場合で、も，その形状は変化しないことが認められ，

水稲は十分に水分を吸収できないことが推察できる.その

ため，葉身の光合成能力が低下し登熟期間の炭水化物生産

が停滞することが予想される.玄米を構成する炭水化物の

70%以上は出穂期以後の光合成産物であることが知られ

ている 15) 本報告で示したように，無代かき圃場と代かき

圃場では穂数，総籾数では有意な差は認められないものの，

代かき圃場の大亀裂部分では明らかに登熟歩合，千粒重が

低下しており，亀裂は水稲の登熟形質に大きな影響を与え

ることが明らかになった. これは，大亀裂による登熟期間

の気孔開度の低下や水分吸収不足が大きく影響したものと

考えられた.また，大区画圃場内における大亀裂の生成は，

圃場内での収量や品質のムラにもつながる危険性が高い.

さらに，表2で示したように，代かき圃場の大亀裂部分で

は白粒米や胴割米などの発生率が高まり，外観品質にも影

響が生じる.玄米の胴割れは登熟期に籾水分が低下して硬

度の増した米粒内の水分分布の不均衡により，米粒内での

部位別膨縮差が大きくなることが原因とされている 16) ま

た，白粒米は高温による穎花の肥大の加速とデンプン合成

基質の競合の増加により匪乳内で一時的にあるいは局部的

に基質が不足することがきっかけで生ずるとの報告 17)が

ある.このように，外観品質の低下には水分や光合成産物

の不足が要因として上げられており，本報告における大亀

裂部分で、は同様に稲体の水分や光合成能が低下したことが

品質低下に影響したものと考えられた.

以上のことから，大型機械による収穫作業を重視した過

度な乾燥により生じる大亀裂は水稲の収量や品質に悪影響

を及ぼすことが明らかになった.今後，予想される高温気

候条件下でも収量性や品質を維持するためには，機械作業

を優先した圃場管理を見直し地耐力確保と水稲への水分供

給を安定させる視点から亀裂を過剰に生成させない無代か

き栽培の導入や代かき圃場では大亀裂を生成させない水管

理などの対策が重要になる.

5.要約

八郎潟干拓地の重粘土水田における耕起方法と亀裂生成

の関係，亀裂の大きさが水稲の水分吸収や収量，品質に及

ぼす影響について検討した.

1)代かき圃場における亀裂は，中干し後約 20日目か

ら急激に生成し，その後8月下旬まで継続的に増加した.

また，代かき圃場の亀裂は，無代かき圃場に比べて明らか

に多かった.

2)水稲止葉の気孔開度および蒸散量は，代かき圃場に

比べて亀裂の少ない無代かき圃場において高く推移した.

3)代かき圃場表層の水稲根は亀裂により切断され，水

稲体から伸張した根の乾物重は無代かき圃場に対して 10

""'37%少なかった.

4)代かき圃場の大亀裂部分における水分吸収量は，土

壌由来，濯瓶水由来とも小亀裂部分に比べて少なかった.

5)穂数，総籾数については各区間において違いは認め

られなかったが，代かき圃場大亀裂部分の登熟歩合，千粒

重は減少した.精玄米重は 無代かき圃場>代かき圃場小

亀裂部分>代かき圃場大亀裂部分の順に高く，特に大亀裂

部分では無代かき圃場に比べて 21%減少した.

6)代かき大亀裂部分の整粒歩合は小亀裂部分や無代か

きに比べて低く ，白粒米と胴割米割合は増加しており，外

観品質の低下が顕著であった.
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弘氏から調査へのご協力をいただきました. ここに記して

感謝いたします.

文献

1) 吉田修一郎:粘土質水田における亀裂形成メカニズムに関す

る研究一営農的要因の評価とその理論的検証 ，中央農業総

合研究センター研究報告， 2， 1 ~61 (2003) 

2) Yoshida， S. and Adachi， K.: Effects of cropping and puddling 

practices on the cracking patterns in paddy fields. Soil Sci. Plant 
Nutr，47， 519~532 (2001) 

3) 小業団 亨・高見晋ー:全登熟期間の水ストレスがイネの乾

物生産と収量に及ぼす影響， 日作紀 52， 283~290 (1983) 

4) 菅野洋光:東北地域における夏季の異常高温が水稲生育およ

びコメ品質に及ぼす影響の解析と今後の対策， p.1~4 ，農林

水産省東北農業試験場編 (2001)

5) 農林水産技術会議事務局 .重粘土地帯水田の土層改良と用排

水組織に関する研究，研究成果， 1 ~228 (1972) 

6) 北篠良夫・石塚潤爾編.気孔開度の測定，作物生理実験法， p. 

108~109 ，農業技術協会，東京 (1985)

7) 山崎不二雄・竹中肇 ・田淵俊雄 ・多国 敦 :粘土質の水

田の暗渠排水における心土亀裂の役割，農業土木研究， 32， 

151 ~ 159 (1965) 

8) 古賀野完爾 ・鳥山和伸 ・関矢博幸・水稲の超早期落水栽培

における低湿重粘土汎用水田の施肥管理，北陸農試報 33，

107~125 (1991) 

9) 村松謙生:フェーンによる水稲の白穂被害の発生機構，北陸

農試報，52， 283~290 (1983) 

10) 佐々木康之 ・今井良衛 ・細川平太郎:高温下で登熟する玄米

品質の劣化防止技術，新潟農試研報， 33， 45~54 (1984) 

11) Yoshida， S. and Adachi， K.: Effect of roots on formation of 

internal fissures in clayey paddy soil during desiccation，土壌

の物理性，88， 53~60 (2001) 



460 日本土壌肥料学雑誌第 79巻 第5号 (2008) 

12) 長堀金造 ・高橋 強:畑転換に伴う土壌物理性の変化， 農業

土木学会誌 45， 605~61O (1977) 

15) 和田源七:水稲収量成立におよぼす窒素栄養の影響 とくに

出穂期以後の窒素の重要性についてー，農技研報告A，16， 

27~ 167 (1969) 13) 石原 邦 ・佐合隆一 ・小倉忠治 ・牛島忠広・田崎忠良:水稲

葉における気孔の開閉と環境条件との関係，第4報気孔開度と

光合成速度との関係，日作紀 41， 93~ 101 (1972) 

14) 石原邦 ・佐合隆一 ・小倉忠治:水稲葉における気孔の開閉

と環境条件との関係，第5報根群の一部を切除した場合の気孔

開度の日変化，日作紀，47， 499~505 (1978) 

1θ 長田健二:胴割れ米の発生と高温登熟，高温障害に強いイネ，

p.74~80 ， 養賢堂，東京 (2∞7)
17) 近藤始彦.水稲の高温登熟障害発生要因と対策技術開発の現

状，高温障害に強いイネ， p.80~85，養賢堂，東京 (2∞7)

Effect of crack generation on plant water uptake and quality and quantity of rice yield in heavy clay soil 

fields cultivated with paddy rice 

Yoshihiro KANETA， Daigo TAKAHASHI and Takashi SATO 

Faculか01Bioresource Sciences， Akita Pr，φctural University 

This study investigated the relationship between tillage method and crack generation in heavy clay soil fields cultivated 

with paddy rice on reclaimed land in Hachirogata， and analyzed the effect of crack size on plant water uptake and the quality 

and quantity of rice yield. 

Cracks in puddled fields appeared in 20 days after midseason drainage， and thereafter propagated rapidly and continuously 

until the end of August. The puddled fields contained a greater number of cracks than a non-puddled field. Stomatal apertures 

and transpiration of the rice flag leaves were higher in the non-puddled field with fewer cracks than in plants in the puddled 

fields. The rice roots on the field surface were frequently severed by the large cracks. The dry weight of the rice roots 

extending from the plants was 10-37% lower in the puddled fields than in the non-puddled field. Plant uptake of soil water and 

irrigation water were lower in the puddled field with large cracks than in that with small cracks. The number of panicles and 

the amount of unhulled rice did not di位 ramong the three plots. The percentage of ripened grains and the thousand-grain 

weight were lower in the puddle field with large cracks. The rice yield decreased in order of the non-puddled field， the puddled 

field with small cracks， and the puddled field with large cracks. The rice yield in the puddle field with large cracks was 21 % 

lower than that in the non-puddled field. The percentage of whole grains in the puddled field with large cracks was notably 

lower than that in the puddled field with small cracks and the non-puddled field. Moreover， the percentage of white as well as 
cracked rice kernels was remarkably higher in the puddled field with large cracks 

These results suggest that the presence of large cracks in a puddled field decreases both plant water uptake and the 

quality and quantity of rice yield. 

KのIwords: crack， heavy clay soil， plant water uptake， transpiration， quality 

。pn.].Soil Sci. Plant Nutr.， 79， 454-460，2008) 
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