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米糠施用が中国および日本産水稲品種の根系特性に及ぼす影響

辺嘉賓 1.2).守屋明洋 3)・諸隈正裕 3) 豊田正範 3)・楠谷彰人 3)

(1)愛媛大学大学院連合農学研究科 2)中国天津農学院 3)香川大学農学部)

要旨:水稲の中国産品種(津籾 308，津星2号)と日本産品種(コシヒカリ， ヒノヒカリ)を供試し，除草剤および

化成肥料を施用する慣行区 (K区)とこれらを使用せず米糠を散布する有機区 (U区)における根系特性を比較した

1次根数および総根量(総根長総根重，総根表面積)は K区の方がU区よりも大きかったが，総根量/根数から

求めた平均根量は，いずれも U区の方が大きかった比根重(総根重/総根長)と根直径は U区の方が小さかったが，

根比重には明確な差はみられなかった U区の根は土壌表面から 5cmまでの層に分布する根長の割合が高く，また，

土層が深くなるに従って層別根長割合が急激に低下するため，根の深さ指数は K区よりも小さくなった.これらより，

U区では多くの細くて長い分枝根が浅く分布していると考えられた出液速度/株は ヒノヒカリを除くと U区で

小さかったが，出液速度/根数は，コシヒカリ以外は U区の方が大きかった.出液速度/根表面積の U区と K区の

差は小さかった いずれの品種においても， U区の比根重の低さと平均根表面積の大きさおよび出液速度/根数の

高さはよく対応していた したがって， U区は細い分枝根が長く伸びることで 1本の根の表面積，すなわち吸水面積

が大きくなり，根 1本当たりの吸水量が多くなったと推測される. しかし U区は根数が少ないために出液速度/根

数の大きさが出液速度/株に結び、ついていなかった

キーワード:米糠施用，根系特性，根量，出液速度，水稲，中国品種，根の分布，品種間差.

近年中国では，経済発展に伴う所得の増加と食生活の変

化によって，消費者の米に対する要望は量から品質・食味

へ変化してきている また，食の安全性や健康志向，生態

系や環境に対する負荷の軽減といった観点から有機栽培米

への関心が高くなっている有機栽培米は「緑色米J(クリー

ン米)として高価格で取り引きされるので，実際の栽培面

積も増加してきている. しかし全国的な栽培基準や具体

的な栽培技術が未だ確立されていないため，多くは試行錯

誤の中で栽培が行われている.また，有機栽培についての

解説や事例紹介をした報告はみられる(甑ら 2004)が，慣

行栽培との比較試験や品種比較試験などの実証的研究ある

いは技術指針を組み立てるための理論的研究はほとんど行

われていない.

日本でも様々な方法による有機栽培が行われているが，

中でも米糠施用は，施肥効果と除草効果をあわせもつこと，

そのまま使用するため堆肥のように製造に技術・労力・時

聞がかからないこと，田面に散布するだけなので鋤きこむ

手聞が省けることなどの理由から手軽に取り組める有機栽

培として，最近農家に広まってきている. したがって，こ

の技術は中国においても普及できるものと思われる しか

しそのためには中国の品種を使って効果を確認しておく

必要があるが，中国産品種を用いた米糠栽培に関する研究

例はみられない.

こうしたことから，著者らは，今後中国で水稲の有機栽

培をすすめていく上での基礎的知見を得るために，中国産

品種と日本産品種を供試し米糠を使った有機栽培が生育，

収量，品質，食味などに与える影響を解析するとともに病

害や雑草発生との関係についての調査を続けている.本報

では，根系特性，すなわち根量やその分布，生理機能など

に及ぼす影響について検討した

材料と方法

l 供試品種

試験は， 2008年に香川大学農学部附属農場において，中

国華北地域で広く栽培されている中国品種2(津籾 308，

津星2号)と香川県の基幹品種である日本品種2(コシヒ

カリ，ヒノヒカリ)を供試し， 2反復で、行った

2 栽培方法

同じ栽培管理を 3年間続けてきた 1筆の水田を半分に仕

切り，化成肥料によって N，PZ05' K20を10a当たり 8.5kg

ずつ施用したうえで，移植後に除草剤を散布する慣行区(以

下， K区)と，無除草剤，無化学肥料でその代わりに米糠

を10a当たり 100kg施用する有機区(以下， U区)を設

けた比重1.13の塩水で選別した後， 60
0

Cの温湯で 10分

間消毒した種籾を成苗ポットに播種し， 29日間育苗した

葉齢4.5~5 (不完全葉を含む)の苗を 6月20日に栽植密

度22.2株 m'Z 畝間 30cmX 株間 15cm)， 1株 1本で両

区に手植えした なお， U区の米糠は移植後2日目に散布

したが，移植後 1週間目頃から雑草の発生が認められたの

で，移植後4週間日に 1回だけ，調査場所に踏み込まない

ように手取り除草を行った また，両区とも病害虫防除の

ための薬剤散布はしなかったが，実験に支障が出る程の病

害虫は発生しなかった
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第 1表成熟期，茎数および根系特性.

番号 品種名
成熟期 茎数 根数 総根長 総根重 総根表面積平均根長 平均根重平均根表面積

処理
(月・日) (本株 1) (本株 1) (m m-2) (gm-2) (m2m-2) (cm) (mg) (cm2) 

K区 9・28 10.5 357 11013 117.0 14.95 138.9 14.76 18.87 
1 津籾 308

U区 9・28 9.0 252 10537 106.8 14.09 190.3 19.06 25.21 

K区 10・8 13.0 299 11532 153.1 15.60 173.9 23.10 23.53 
2 津星2号

U区 10・8 10.0 248 11188 128.4 14.23 203.9 23.43 25.88 

K区 9・17 17.4 366 8573 104.7 13.57 105.5 12.89 16.71 
3 コシヒカリ

U区 9・17 14.0 281 8430 96.2 12.36 135.6 15.47 19.86 

K区 10・11 20.0 696 15871 131.0 18.23 102.7 8.48 11.80 
4 ヒノヒカリ

U区 10・11 14.5 560 14809 113.4 15.53 119.2 9.13 12.48 

品種間 *** ネ** *** *彦容* ** *** *** *** *** 
分散

処理問 NS *キ* ** NS NS NS *** NS ** 分析
交互作用 NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

K区:慣行区， U区.有機区

分散分析:NS， * **料*はそれぞれ有意差なし， 5%水準， 1%水準， 0.1%水準で有意差ありを示す.

3. 調査方法

各品種の成熟期に連続する 12株の茎数を調査し，平均

茎数に近い 4株を選んだ.この 4株を午前 9時に高さ

lOcmで切断し森田・阿部 (1999) の方法で出液量を測

定した.10時までの 1時間当たり出液量を出液速度とした.

その後， 4株中の 2株を対象に森田・阿部 (2001) の方法

によって株下と株聞にステンレス製円筒(直径 15cm，長

さ30cm) を土壌表面から 25cmの深さまで打ち込み，円

柱状の土壌モノリスを採取したこの土壌モノリスを土壌

表面から 5cm間隔の 5層に切り分け，各層に含まれる根

を洗い出した 0~5cm 層の根は， 1次根の数を数えた後，

株際から切り取った.

これら層別根系の画像を透過原稿装置付きのフラット

ベッドスキャナーで解像度300dpiで読みとり， Kimura et 

a1. (1999)，国muraand Yamasaki (2001， 2003) による根長

測定のための画像解析方法に基づくマクロプログラム

[Root Length 1 . 8 win，木村 (2003)]を画像解析ソフト (Scion

Irnage， Scion社)上で作動させ，層別の根長と根表面積を

測定したその後， 80
0

Cで48時間乾燥させ，根重を秤量

した.

4. 解析方法

森田ら (1995)，森田・阿部 (2001) の方法に従って各

層別の d当たり総根長，総根重，総根表面積を推定し

さらにそれぞれを栽植密度および株当たり 1次根数(以下，

根数)で除して平均根長，平均根重，平均根表面積を算出

した総根重/総根長により単位根長当たりの根重(比

根重)を求めた

根全体を 1本の円柱とみなし，総根表面積 (A) と総根

長 (L)から次式によって根半径(r)を算出した rを2

倍して根直径を求めた.ただし πは円周率である.

r=A/2πL 
rとLから総根体積 (V) を，

から根の比重 (S) を算出した

S=W/V=WIπ~L 

(1) 

さらに総根重 (W) とV

(2) 

本式によれば， WはVとSの積で表されることになる.

そこで，比根重，すなわち W/Lを次のように変形し，考

察を行った

W /L = (V x S) IL = (;ifL X S) IL =;if X S ・ (3)

土壌表面からの層別根長割合を用いて，次式により根の

深さ指数 (Oyanagiet a1.， 1993) を算出した

深さ指数 (cm)= (2. 5 a + 7. 5 b + 12 . 5 c + 17 . 5 d 

+ 22 . 5 e) 1100 (4) 

ここで， a~e は土壌表面から深度 25cm までの 5cm 間

隔の各層に含まれる根長の総根長に対する割合(%)であ

る.

結果

1. 根量に関わる特性

供試品種と調査した主な根系特性を第 1表に示した根

量に関わる特性についてみると 根数には有意な品種間お

よび処理問差が認められ 品種別にはヒノヒカリが最も多

く，次がコシヒカリで，中国産の 2品種で少なかった.処

理別では，いずれの品種も U区の方がK区よりも少なかっ

た 総根量，すなわち土壌表面から深さ 25cmまでの聞に

分布する単位面積当たりの根長根重，根表面積の品種間

差も有意で、あり，ヒノヒカリと津星2号で大きく，コシヒ

カリで小さかった 処理区別にみると，有意ではないが，

どの品種においても U区の方がK区よりも小さな値を示

した一方，総根量を根数で除して求めた平均根量では，

平均根長平均根重，平均根表面積とも根数の多いヒノヒ

カリが最低，根数の少ない津星2号が最高となった処理
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第 1図 根直径，根比重，比根重の品種間および処理問比較.

K区:慣行区.u区:有機区

比根重.総根重/総根長

i季籾308
0.0 

れの品種も U区の方が細かった根比重は，津星2号が高

く， コシヒカリでイ正かったが，処理による差は明瞭ではな

かった.すなわち章籾 308，コシヒカリ，ヒノヒカリは

U区の方が高かったが，津星2号は U区の方が低く，また

処理問差も，コシヒカリでは比較的大きかったものの，他

の品種ではごく小さかった比根重は，津星2号とコシヒ

カリで大きく，ヒノヒカリで小さかった処理問ではいず

れの品種も U区の方が小さかった

先の (3)式に示したように，比根重は円周率と根半径

の二乗および根比重の積で表される. したがって，比根重

の大きさは根の太さと比重によって決定される.そこで，

第2図に根直径および根比重と比根重との関係を示した

K区と U区をこみにした根直径と比根重との聞には有意な

正の相関関係が存在し，根が太いほど比根重が大きくなる

という傾向がみられたしかし 津星2号の分布する位置

は他の品種とは異なり，同じ直径での比根重は他の 3品種

よりも大きかった処理問では， U区の根直径の細さと比

根重の小さいことがよく対応していた 一方，全体の根比

重と比根重との相関関係に有意性は認められなかったが，

これは津星2号の根比重が特別高かったためであり，津星

2号を除いた 3品種聞では負の相関傾向がみられた

問では，平均根長および平均根表面積は U区の方がK区

を有意に上回り，平均根重も有意ではないがU区の方が大

きな値を示した.

根直径，根比重および比根重を第1図に示した根直径は，

コシヒカリが最大， ヒノヒカリが最小で，処理聞ではいず
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第2図 根直径および根比重と比根重との関係.
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番号 品種名 処 深さ指数根長短縮係数出液速度/株

理 (cm) (gh-1・株 ')

K区 7.50 0.111 1. 28 
1 津籾 308

U区 6.55 0.124 1. 22 

K区 8.72 0.082 2.83 
2 津星2号

U区 7.15 0.125 2.48 

K区 7.79 0.101 2.82 
3 コシヒカリ

U区 7.08 0.110 2.09 

K区 7.88 0.099 0.98 
4 ヒノヒカリ

U区 7.56 0.120 1.12 

品種間 NS NS *** 
分散

処理問 ** ** NS 
分析

交互作用 NS NS * 
K区・慣行区， U区:有機区

根長短縮係数・各土層の中央深度とその層に含まれる根長の自然対

数値との回帰直線の傾き.

分散分析:NS， *料***はそれぞれ有意差なし， 5%水準， 1% 

水準， 0.1%水準で有意差ありを示す.

2.根系分布に関わる特性

土壌表面からの深さによる根の分布状態を比較するため

に，各層別の根長割合を第3図に示したいずれの品種も

表層近くに多くの根が分布し 層別の根長割合は土層が深

くなるに従って指数関数的に減少した.すなわち， K区に

おける深さ 0~5cm に含まれる根長割合は 45%前後， 5~ 

10cmは25%前後， 10~15 cmは 15%前後， 15~20cm は

10%前後， 20~25cm は 5%前後であったただし津星 2

号の 0~5cm における分布割合は 40%以下で，他の品種よ

りも低かった一方， U 区の 0~5cm の分布割合は 50~

55%前後で， K区より 10%程度高かったしかし K区と

同様，津星 2 号のみ 50% を下回っていた 5~lO cm と 10

~15cm では，津星 2 号の 5~10cm を除いて U 区の方が

K区より 5%程度低かった. 15cm以下では，処理による

一定の傾向はみられず，その差も小さかった

このように，層別の根長割合は K区と U区で異なって

いたそこで，各層における根長割合から前述の (4)式

によって根の深さ指数を算出した第2表に示したように，

品種聞に有意差は認められなかったが，津星2号とヒノヒ

カリで大きく，津籾 308で小さかった処理聞には有意差

があり， U区の方がK区よりも小さかった.また， K区と

U区の差 (K-U)は，津籾 308は0.95cm，津星 2号は

1.57 cm，コシヒカリは 0.71cm，ヒノヒカリは 0.32cm

であった.

層別根長割合は土層の深まりにつれて指数関数的に低下

したので，各層の中央深度とその層における根長の自然対

数値との関係を検討したところ，第4図に示したように，

K区， U区とも密接な負の相関関係が存在した.すなわち，

各層に含まれる根長 (L)の自然対数値と層別の中央深度
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第 5図 出液速度/根数と出液速度/根表面積の品種間および処

理問比較.

K区:慣行区， U区.有機区

(H)との聞に，次の関係式が成立した

lnL=-b'H (5) 

図には，深さ指数の K区と U区の差が最も大きかった

津星2号を示したが，他の品種においても同じであった

この回帰直線の傾きが大きいほど層の深まりに伴う層別

根長の減少程度が急であることを意味する そこで，上述
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の (5)式から求めた式の傾き (b) を根長短縮係数として

第2表に示した.品種間差は有意ではなかったが， K区で

は津星2号が最小，津籾 308が最大であった.u区では，

コシヒカリが最も小さく， K区とは逆に津星2号が最も大

きかった.処理問では， K区よりも U区の方が有意に大

きかった根長短縮係数と深さ指数との聞には負の相関

関係が認められた (K区+u区:r = -0.931 ***， K区:

r=-0.990料， u区:r=-O. 742. 図略)• 

3. 出液速度と根系特性との関係

株当たり出液速度(以下，株当たりは省略)を第2表に

示したが，品種聞には有意差が認められ，津星2号とコシ

ヒカリで大きく，ヒノヒカリで小さかった処理間差は有

意ではなかったが，ヒノヒカリ以外は U区の方がK区よ

りも小さかった.

出液速度は，根量を取り込むことで次のように改められ

る(森田 2000). 

出液速度=根量×単位根量当たりの出液速度

そこで，根量の基本となる根数を用いて出液速度/根数

を求め，単位根量当たりの出i夜速度とした さらに，吸水

の場の大きさを表す特性として根表面積に着目し，出液速

度/根数を次のように変形した

出液速度/根数=(根表面積/根数)

x (出液速度/根表面積)

根表面積/根数は，第 1表に示した平均根表面積である.

第5図には，出液速度/根数と出液速度/根表面積を

示した出液速度/根数は津星2号が最も大きく，次が

コシヒカリで，ヒノヒカリが最も小さかった処理問では，

コシヒカリのみ U区の方がわず、かに低かったが，他の 3品

種は U区がK区を上回っていた出液速度/根表面積も，

津星2号とコシヒカリで大きく，ヒノヒカリで、小さかった

しかし処理問では，コシヒカリは U区の方が低かったも

のの，他の品種ではほとんど差はみられなかった.
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第6図に，根数および出液速度/根数と出液速度との関

係を示した出液速度と根数との聞には負の相関傾向がみ

られたが，相関係数は有意ではなかった一方，出液速度

/根数との聞には有意な正の相関関係が存在した.

第7図では，出液速度/根数を規制する特性を考えるた

めに，根の吸水面積の大きさを表す平均根表面積，吸水力

を示す出液速度/根表面積，根の分布に関わる深さ指数

を取り上げ，それぞれと出液速度/根数との関係を検討

した K区と U区をこみにすると，出液速度/根数は平

均根表面積と有意な正の相関を示し，吸水面積が広いほど

出液速度/根数が大きくなる傾向がみられた しかし

津星2号およびコシヒカリと津籾 308およびヒノヒカリは

異なる直線上に回帰し，同じ平均根表面積での出液速度/

根数は津星2号，コシヒカリで大きかった 出液速度/

根表面積と出液速度/根数との聞には， K区， u区とも高

い正の相関関係が認められ，回帰する直線も処理間で大き

く変らなかった深さ指数と出液速度/根数との全体の
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く)， +:ヒノヒカリ (K区， U区).

相関関係は有意で、はなかったが ヒノヒカリを除いた 3品

種についてみると正の相関傾向が存在した

第8図には，比根重と出液速度/根数，平均根表面積お

よび出液速度/根表面積との関係を示した比根重と出

液速度/根数との聞には正の相関関係が認められた K

区と U区をこみにした相関係数およびK区の相関係数は

有意であり， U区の相関係数も 5%水準で、有意に近かった

しかし， K区と U区では回帰する直線が明らかに異なり，

同じ比根重での出液速度/根数は U区の方が大きかった

比根重と平均根表面積との関係では，品種間では正の相関

傾向を示したがその関係に有意性は認められなかった.一

方，処理問では U区の比根重の低さと平均根表面積の大き

さがいずれの品種においてもよく対応していた比根重と

出液速度/根表面積との聞には， K区と U区をこみにす

ると有意な正の相関関係が認められ，処理区別の相関係数

も比較的高かったしかし処理間で比較すると，出液速

度/根表面積の差が小さいこともあり，処理による反応

の違いははっきりしなかった.

考察

水稲の根系は品種によって異なるが，栽培条件によって

も変化することが知られている.すなわち，これまでに，

苗の種類(森田ら 1996a，1996b)，施肥量や施肥法(川田

ら1977，森田ら 1986)，栽植密度(森田ら 1987a) などが

根系に及ぼす影響が調査され，多くの知見が集積されてい

る.有機栽培との関係についても多数の報告がみられるが，

有機栽培には様々な方法があるため，これまでの知見を統

一的に整理することは難しい.ただ，堆肥の効果について

はほぼ一致した見解が得られているようである.すなわち，

堆肥を連用した水田では 1次根数が多く，側根や高次分枝

根の出現頻度も高いこと，根が土壌深くまで伸長しかっ

その活力が高いこと(川田・副島 1976，天野 1984，鯨

1990，平井ら 2000，前田・平井 2002) などが報告されて

いる. しかし根量については，堆肥施用で多くなるとい

う報告(天野 1984) と多くはならないという報告(前田・

平井2002)がみられる.また，自然農法で栽培した水稲の

根系は大きく，根が土壌深くまで伸長するという報告(片

野ら 1983，片野・兼本 1985，片野 1987)がある一方で，

自然農法では株直下に伸びる根が少なく，根系が浅いとい

う指摘(鯨 1990) もされている.農薬，除草剤，化学肥料

を使わず，米糠を散布する米糠栽培も有機栽培のーっとし

て位置づけられるが，これまでの報告は雑草発生との関係

を検討した例が多く(千葉ら 2001，福島・内川 2002，朝妻・

前田 2004，上野・鈴木2005，堀内・前田 2006，小野寺ら

2006) ，根系との関係を調査した報告は見あたらない.そ

こで，本試験では，米糠栽培が日本および中国産品種の根

系特性に及ぼす影響とその品種間差について検討した

森田ら (1995)は，根量とその分布を組み合わせること

で根系形態の特徴を統一的に把握出来ると指摘している.

この方法によれば，従来は主に観察によって比較されてい

た根系の差を定量的に解析することが可能となる.本試験

では森田ら (1995)の考え方に従って，化学肥料と除草剤

を用いて栽培を続けてきた慣行区 (K区)と化学肥料，除

草剤を使用せず米糠を施用して栽培を続けてきた有機区

(U区)の根量と分布を比較し，さらにそれぞれと根の活

力(生理機能)との関係についても検討を加えた.

先ず，根量についてみると根数は U区の方がK区より

有意に少なく，総根長，総根重，総根表面積も，有意差は

認められなかったがU区の方が小さかった(第2表)• し

かし総根量を根数で除して求めた平均根長および平均根

表面積は U区の方がK区を有意に上回り，平均根重も有

意ではないがU区の方が重かった.根長を例にとると， U

区の総根長は K区より短かったが， 1次根 1本当たりの「サ

イズ」の指標となる平均根長(森田ら 1995) はK区より
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長かった 平均根長はその値が大きいほど根軸の長さが長

いか，分枝根の発達(数あるいは長さ)が良いことを意味

している(森田ら 1995).本試験で、は分枝根の調査は行っ

ていないが，分枝根の発達程度は根長と根重とのバランス

によって間接的に判断することができる.多くの場合，そ

の指標として総根長/総根重，すなわち比根長が用いられ，

この値が大きいほど根が細い，あるいは分枝根が発達して

いると考えられている(森田 2000).しかし本試験では

根比重の影響についても検討するために，解析には比根長

の代わりにその逆数である総根重/総根長(比根重)を

使用した 比根重は (3)式に示したように根の太さと比

重に分割され，この値が大きいほど，比根長とは逆に，根

が太くて充実し，分枝根が少ないと推測される そこで，

調査した総根長総根重，総根表面積を基に根直径と根比

重を算出したしたがって，本試験における根直径，根比

重は実測値ではなく，分枝根を含めた根全体を 1本の円柱

とみなした場合の計算式から求めた平均的な根の太さと充

実度であるが，根のサイズ(森田ら 1995) を評価する指標

の一つになり得ると考えた.本試験の場合，比根重は U区

がK区よりも小さく，これを構成する根直径も U区の方

が細かったが，根比重にはそれほど大きな差はみられな

かった(第 1図，第2図)• したがって， U区は K区より

も細くて長い分枝根が多いが，根全体の平均的な充実度は

U区と K区で大きく変らないと推測された

根量に関わる特性にはいずれも明瞭な品種間差が認めら

れ，総根量は供試した 4品種中コシヒカリが最も小さく，

ヒノヒカリは総根重以外の総根量が最も大きかった しか

しヒノヒカリは根数が多いため，全ての平均根量が4品

種中最低となった 中国品種の津星2号は，根数は少ない

が総根量が比較的大きく このため平均根量は 4品種中最

高となった(第2表) 比根重は津星2号とコシヒカリで

大きかったが，その原因は津星2号では根比重の高さ，コ

シヒカリでは根直径の太さにあった(第 1図).一方，根

直径の細いヒノヒカリの比根重は小さかったまた，根直

径と比根重との聞には有意な正の相関関係が存在したが，

津星2号のみ異なる位置に分布し 同じ根直径でも津星2

号は他の品種よりも比根重が大きかった(第2図).これ

は津星2号の根比重の高さによるものと考えられる(第 1

図，第2図)が，津星2号は特別に分枝根が発達している

可能性もある なお，コシヒカリの総根量が少ないことは

森田ら (1995)の報告でも指摘されている.

根長の層別分布を比較したところ， U区は土壌表面から

5cmの深さまでに分布する根の割合がK区よりも 10%程

度高く，このため，根量の垂直分布を示す指標である根の

深さ指数 (Oyanagiet al. 1993)はK区より小さくなった(第

3図，第2表).すなわち， U区の根は K区に比べて浅く

分布していた また，根の深さ指数は品種によって異なり，

津星2号とヒノヒカリで大きかった したがって，この 2

品種は他の 2品種よりも深根性であると判断されたが， K

区と U区の差はヒノヒカリが最低，津星2号が最高であり，

津星2号は処理による浅根化が大きく，ヒノヒカリは小さ

かったまた，層の深さと層別根長割合から求めた根長短

縮係数(第4図)は U区の方がK区より大きく， U区で

は土層深度に伴う根量の減少が激しかった深さ指数と根

長短縮係数との聞には負の相関関係が認められ，土層が深

くなるにつれて根量が急激に減少するほど根の分布が浅

かった(図略).深さ指数と根長短縮係数はともに土層の

深度とそこに含まれる根量から算出した特性であるため，

強い相関関係があるのは当然であるが，それぞれの意味す

るところは，深さ指数が土壌表面からの深さ，すなわち距

離であるのに対し根長生Z縮係数はそこに至るまでの言わ

ば速度を示すものである. したがって，深さ指数と根長短

縮係数は，根の分布に関わる別の概念として扱うのが妥当

と思われる 森田ら (1995) も，深さ指数の他に土層の深

度に伴う根量の減少程度によっても根の分布の品種間差を

言命じている.

これらより，本試験における U区の根系は，根数が少な

いために総根量では K区に及ばないが， 1本 1本の根のサ

イズ(森田ら 1995) はK区より大きく，また，分枝根が

よく発達し長くて細い根が浅く分布していると考えられ

た これまでの報告によれば，窒素施用量が多いほど根長

は短く，根域は小型となり(川田ら 1997)，下方向へ深く

伸ぴる根の割合が高くなる(森田ら 1986) ことが知られて

いる.また，一般に太い根は下方向に伸長すると指摘され

ている(山崎ら 1981.森田ら 1987b，森田 1992).これら

は逆に言えば，窒素が少ないと長くて細い根が浅く分布す

るようになることを示唆するものである.さらに，土壌表

層に有機物や無機養分が偏在すると，根は浅根化するとの

報告(注:阿部・秋田 1997. 水稲の不耕起移植深水栽培に

よる生態系の変化とその意義(科学研究費補助金研究成果

報告書:07306018) (石原邦編)， 40-47.) もみられる.本

試験では，移植後に 10a当たり 100kgの米糠を田面に散

布したが，この量は窒素に換算すると 2.5kgに相当する.

このため，施肥という観点からみると，本試験は少量の窒

素を表面散布したことになる. したがって，本試験で得ら

れた結果は，上述の各報告と同様の理由によってもたらさ

れたと理解される.

次に，根量や根の分布と根の機能との関係について検討

した 森田 (2000) は，出液速度=根量×単位根量当た

りの出液速度， という関係を，根の活力=根量×根の活

性，と置き換えて根の生理機能を解析している.本試験で

は，根量の基本を根数とし，単位根量当たりの出液速度と

して出液速度/根数を算出したさらに，吸水に関して

は根重よりも根長，根長よりも根表面積を重視すべきであ

るとの森田 (2000) の指摘に従って，出液速度/根数を

根表面積/根数(平均根表面積)と出液速度/根表面積

に分割し， 1本の根の吸水量(活力)を吸水面積(根量)

と吸水力(活性)に分けて検討した 品種間で、比較すると

γ 
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出液速度，出液速度/根数，出液速度/根表面積とも，

処理に関わらず津星2号とコシヒカリで大きく，ヒノヒカ

リで小さかった処理問では，品種による違いはあったが，

概して出液速度は K区出液速度/根数は U区の方が大

きく，出液速度/根表面積の処理問差は小さかった(第2

表，第 5図).そこで，これらの品種や処理による差がど

のようにして生じるのかを知るために，根数および出液速

度/根数と出液速度との関係(第 6図)，平均根表面積，

出液速度/根表面積，根の深さ指数と出液速度/根数と

の関係(第 7図)，さらに，比根重と出液速度/根数，平

均根表面積，出液速度/根表面積との関係(第8図)を

検討したすなわち，根の太さ，充実度(比重)，分布，

分枝根の程度，根表面積などと吸水力， 1本当たりの根の

吸水量，株当たり出液速度との関係を総合的に解析するこ

とで，根系特性と根の生理機能がどのように関わっている

のかを明らかにしようと試みた.

品種間でみると，比根重と出液速度/根数および出液速

度/根表面積との聞には，平均根表面積との関係よりも

強い正の相関関係がみられた(第8図).また，出液速度

/根数を平均根表面積と出液速度/根表面積に分けてみ

た場合，出液速度/根数は処理区をこみにすると平均根

表面積とも有意な正の相闘を示したが，相関関係は出液速

度/根表面積との方が強かった(第 7図).さらに，出液

速度/根数と出液速度とは強い正の相関関係にあった(第

6図) すなわち，比根重が大きい品種ほど出液速度/根

表面積が大きく，このため出液速度/根数も大きくなり，

さらには出液速度の大きさにつながっていた.なお，比根

重は根の太さと比重によって決定されるが，その品種間差

は根比重よりも根直径の方に強く支配されていた(第2

図). しかし，根比重が特別高い津星2号は，根直径が同

じ他の品種よりも比根重が大きかったまた，各品種の根

の深さ指数と出液速度/根数との聞には，全体でみると

有意な相関関係は認められなかったが，根直径が細く比根

重の小さかったヒノヒカリ(第 1図)を除くと，正の相関

傾向が存在した(第 7図).このため，根が深く伸びてい

るだけで出液速度/根数が大きいとは言えないが，根の

太さや比重，分枝根の発達程度などがそれほど変らなけれ

ば下層部に分布する根の量も吸水量に影響すると考えられ

る. したがって，品種聞では，充実した太い根が深く分布

している品種ほと守根の吸水力が強く， このため l本当たり

の根の吸水量が多くなり，ひいては出液速度，すなわち根

系全体の活力が高くなると推測される.森田ら(1983a， b) 

も，直径が太く下層に伸長分布する根は高い通導機能をも

っと指摘しているが，これは本試験における品種間差の結

果によく一致している

一方，処理聞には品種間差と異なる傾向がみられたす

なわち，根の吸水力を表す指標となる出液速度/根表面

積の K区と U区の差は概して小さく(第5図)，処理区間

でみた比根重と出液速度/根表面積との関係も判然とし

なかった(第8図).これに対し，いずれの品種においても，

U区の比根重が小さいことと平均根表面積の大きいこと

(第8図)，根の直径が細いことと比根重の小さいこと(第

2図)はよく対応していた また U区の平均根表面積の

大きさと出液速度/根数の大きさとの聞にも，コシヒカ

リだけはやや異なっていたが，対応関係がみられた(第 7

図)• したがって，処理聞でみると，本試験における米糠

散布では個々の根の日及水力まで高めることはできなかった

が， U区は多くの細い分枝根が長く伸びることで個個の根

の表面積，すなわち吸水面積が大きくなり， 1本当たりの

根の吸水量が多くなったと推測される. しかし U区は根

数が少ないため，根1本当たりのH及水量の多さが株全体の

出液速度に結びついていないと考えられる(第6図)

以上，米糠による有機栽培が根系特性に及ぼす影響と根

の生理機能との関係およびそれらの品種間差について検討

してきたその結果，根量，分布，出液速度は品種間で異

なるばかりでなく，米糠処理によっても変化することを認

めたまた，品種間では根の生理活性(吸水力)，処理問

では根量(吸水面積)が根の活力(吸水量)に影響してい

ることが知られた著者らは，本試験とは別に，米糠処理

が生育，収量，品質・食味などに与える影響についても調

査を行っている. したがって今後は，それらの結果と本試

験の結果がどのように結びつくのかについて検討しなけれ

ばならない.なお，本試験では，中国品種と日本品種の反

応の違いについても比較する予定であったが，供試数が2

品種ずつであったため，明瞭な傾向を見出すことはできな

かったただ，中国品種の津星2号は他の品種とはかなり

違った反応を示した.この原因を明らかにするためにも，

さらに多くの品種について調査を続けたいと考えている.
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E庄町包 ofScattering Rice Br姐 onRoot System Characteristics ofα血 eseand ]apanese Rice Cultivars : ]iabin BIAN1
• 2)， Akihiro 

MORlYA3)， Masahiro MORO即 MA
3
)，Masanori TOYOTA3) and Akihito KUSUTANI3) (1) Unit.白吋.Sch. of Agr. Sciリ EhimeUniv.; 2)刀αnjiηAgr.

Univ.， China; 3) Fac. of Agr.， Kagaωα Univ.， Miki 761-0795，japαη) 

Abstract : The effects of conventional and organic culture methods on root system characteristics of paddy rice， and its difference 

between Chinese (Tsumomi 308 and Tsusei 2) and]apanese (Koshihikari and Hinohikari) rice cultivars were studied. Chemical 

fertilizer and pesticide were applied to the conventional culture plot (K)， but only rice bran to the organic culture plot (U) 

Although the primary root number and total root masses (i. e.， total root length， total root drγweight and total root surface 

紅白)were larger in K， the total root mass per root number were larger in U in all cultivars. Although specific root weight and 

root diameter were smaller in U， specific gravity of root was not differed between the two plots. Root depth index was small in U. 

With some exceptions， bleeding rate per hill was smaller in U and that per root number was higher in U. The difference in 

bleeding rate per root surface area between the two plots was small. In all cultivars， lower specific root weight in U was 

accompanied by larger mean root surface area and higher bleeding rate per root number. Therefore， thinner and longer branch 

roots in U resulted in extension of the surface area per root， and increase in water absorbing abili句T.The high bleeding rate per 

root number in U， however， did not increase the bl~eding rate per hill， because of仕leres甘ictionof root number per hill. 

Key words : Bleeding rate， Chinese cultivars， Rice， Root distribution， Root mass， Root system characteristics， Scattering rice bran， 

Varietal difference. 
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