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酸化鉄コーティング種子における種子予措が湛水直播水稲の
出芽・苗立ちに及ぼす影響

古畑昌巳・帖佐直・松村修・大角壮弘

(中央農業総合研究センター北陸研究センター)

要旨:寒冷地においてエアーアシスト条播機と酸化鉄コーティング種子を利用した水稲直播栽培法を確立する目的で，

催芽種子を利用した酸化鉄コーテイング直播の出芽・苗立ちを圃場・機械播種条件で検討すると同時にポットで詳細

に評価した.また，催芽種子を利用した酸化鉄コーテイング直播の出芽・苗立ちをさらに早める目的で，コーティン

グ後加温処理に着目し，コーティング後加温処理した種子の播種機通過処理が出芽・苗立ちに及ぼす影響およびコー

テイング後加温処理した種子の低温貯蔵性について検討したその結果北陸のような播種時期が冷涼となる地域で

の酸化鉄コーテイング直播栽培では，催芽種子を利用することによって出芽が早まって出芽・苗立ち率も向上し，初

期生育量も確保しやすいことが示唆された一方 酸化鉄コーテイングした催芽種子をエアーアシスト条播機で播種

する場合，コーテイング後加温処理した種子では播種機通過による損傷は著しく大きく，低温密封貯蔵期間中に発芽

率も早期に低下したことから，酸化鉄コーティング直播栽培へのコーティング後加温処理の導入は難しいと判断された

キーワード:イネ，種子予措，出芽，湛水直播，鉄コーテイング種子，苗立ち，発芽.

近年，鉄資材をコーテイングした種子を利用した湛水直

播栽培が低コストと鳥害回避の点から注目されている(山

内2004，却05a，2005b). 古畑ら (2009a) は，鉄コーテイ

ング種子は過酸化カルシウムコーテイング種子に比べて，

圃場条件において防鳥効果があることを確認する一方，低

温条件や播種深が深くなるのに伴って出芽・苗立ちが遅れ

て，出芽・苗立ち率は低下して初期生育量も小さくなった

ことから，寒冷地では出芽・苦立ちを早める技術の導入が

必要であることを指摘している.既に，寒冷地で出芽を早

める方法として還元鉄をコーテイングした浸種籾を利用し

た湛水直播栽培が提案されている 還元鉄をコーテイング

した浸種籾では，網袋等に集積した場合50"C以上となる

一方，ポリ袋で密封した場合は発熱しないこと(今川

2006) ，コーテイング種子の入った袋を開封した場合は種

子温度が45"C以上で発芽率は低下すること(今川ら 20侃)

が報告されている また，浸種によって水分が高まった種

子では，鉄コーテイング後に 30mmの厚さに集積して保

存した場合には種子の表面温度が70
0

Cまで上昇すること

(吉住ら 2006)，酸化鉄をベースとしたコーテイング種子で

は厚めに集積した条件でも発熱ピークを低減する可能性が

あること(関矢ら 2006)，酸化鉄コーティング種子を利用

した圃場規模での検証(北野ら 2001)が報告されている.

古畑ら (2009b)は，過酸化カルシウムコーティング種子と

同様に催芽種子に鉄資材をコーテイングした種子を利用す

る場合，酸化鉄ベースのコーテイング種子が還元鉄ベース

のコーティング種子に比べて，播種機の種子ホッパーに 1

時間以上置かれた場合でも発熱リスクを回避し易く，圃場

の大規模化あるいは大区画化に対応したエアーアシスト条

播機利用体系において出芽・苗立ちを確保しやすいことを

報告している.鉄コーティング湛水直播栽培に催芽種子を

利用することに関して，過酸化カルシウムコーテイング技

術と同様に催芽種子を利用した場合，従来法(山内 2004)

である活性化種子(種子消毒後，常温で 1-2日浸種後に

乾燥させた種子)に比べて低温条件で出芽・苗立ちが早ま

り，出芽・苗立ちが向上することが報告されている(古畑

ら2008b)が，圃場条件で機械播種した場合の出芽・首立

ちについては確認されていない.さらに，過酸化カルシウ

ム剤コーティング後に 3日間 20-25
0Cの条件で貯蔵する

と平均出芽日数は短くなり，土中出芽性が向上すること

(吉永ら 2000)から，寒冷地を中心に一部の地域ではこの

技術が実際に導入されている(東北農政局 2004). これら

のことを踏まえて酸化鉄コーテイング種子をエアーアシス

ト条播機で、播種する湛水直播栽培体系を確立するには，よ

り低コスト化を図るためにコーテイングの減量とコーテイ

ング種子の貯蔵性およびコーテイング種子が播種機を通過

する際の損傷について検討しておく必要性がある.そこで

本試験では，催芽種子を利用した酸化鉄コーテイング種子

をエアーアシスト条播機で直播した場合の出芽・苗立ちを

圃場条件で検討するとともに 播種時には播種深のばらつ

きが生じることも考慮して，ポットで表面播種から土中播

種まで異なる播種深を設けて詳細に評価した(試験1).ま

た，催芽種子を利用した酸化鉄コーテイング直播の出芽・

苦立ちを早めて出芽・苗立ちを向上させる目的で，コーティ

ング種子の加温処理に着目し 加温処理後の播種機通過処

理が出芽・苗立ちに及ぼす影響について検討する(試験

II)とともに，加温処理したコーテイング種子の低温貯蔵

性について検討した(試験III). 
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材料と方法

試験I 催芽種子を利用した酸化鉄コーテイング直播水

稲の出芽・苗立ち

コシヒカリの催芽種子(乾籾 3kgをテクリード Cフロ

アブル・ 200倍濃度で 24時間種子消毒後， 10
0Cで5日間浸

種した後に 50%程度発芽するまで催芽した種子)に重量

比で酸化鉄粉(同和鉄粉工業製，ヘマタイト)70%と還元

鉄粉(同和鉄粉工業製， DSP-317) 30%を混合した資材(古

畑ら 2008a) を乾籾重の 0.1倍量をカルパーコーテイング

マシン(ヤンマー製， YCT15，試験Hおよび田でも使用)

でコーテイングした(以下，催芽種子区とする).また，

対照区として，コシヒカリの乾燥種子(乾籾 3kgをコーテイ

ング直前にテクリード Cフロアブル・ 20倍濃度で 10分消

毒を行った種子)，活性化種子(吉住ら (2006)の方法に

準じて乾籾 3kgをテクリード Cフロアブル・ 200倍濃度で

24時間消毒した後， 10
0

Cで5日間浸種し， 30
0

Cで8時間加

温し， 30
0

Cに設定した乾燥機で 24時間通風乾燥した種子)

を用意して上記資材を乾籾重の 0.1倍量コーティングし

て(以下，それぞれ乾燥種子区および活性化種子区とする)

試験を行った 2008年5月7日に北陸研究センター(新

潟県上越市稲田)内の圃場で代かきを行い，翌 5月8日に

エアーアシスト条播機で播種量を乾籾で 4kg/10 aとして

播種した播種翌日に 60X60cmの枠を約 10mおき 6箇

所に設置した播種翌日から 2日間落水した後に湛水管理

とし，播種後28日目に苗立ち率，白化茎長，草丈，葉齢，

茎葉部乾物重を調査したなお 播種後28日間の平均気

温は 17.2
0Cであり，高田地区の同時期の平均気温の平年

値C1971~2000 年の平均値)も 17.2
0

C であることから，

ほぼ平年並みに気温が推移したと判断された.

中央農業総合研究センター北陸研究センター内の水田土

壌(細粒強グライ土)を風乾砕土後に1/5000aワグネルポッ

トに充填した 種子は，上記圃場試験での種子ホッパー内

の残りを回収し，翌日の播種まで 10
0

Cで密封保管したも

のを供試した 2008年5月8日に入水したポットで代か

きを行い 1日間野外に静置し，翌5月9日に表面水を除去

して播種深o. 5， 1. 0， 1. 5 cmにピンセットでポット当た

り20粒播種した播種後は湛水深約 2cmの湛水管理とし，

播種後21日間(深さ 1cmでの平均地温 19.0
0C)にわたっ

て出芽率，第 1葉抽出率苗立ち(第2葉抽出)率を調査

して平均出芽日数，第 1葉抽出日数および苗立ち日数を算

出したさらに，播種後21日目に未発芽個体を含む全て

の個体を回収して草丈，葉齢，茎葉部乾物重について 1ポッ

トを 1反復として 3反復測定した なお，未発芽個体および

鞘葉のみ抽出した個体の草丈と葉齢は Oとして計算した

試験11 異なる酸化鉄コーテイング量とコーテイング後

加温処理および播種機通過処理の有無が出芽・苗立ち

に及ぼす影響

コシヒカリの催芽種子(各区乾籾 3kgを種子消毒後，

10
0

Cで5日間浸種した後に 50%程度発芽するまで催芽した

種子)に試験Iと同じ鉄資材をカ jレパーコーティングマシ

ンでコーテイング量を乾籾重の等倍または 0.1倍として

コーティングを行い(以下，酸化鉄等倍コーテイング区，

酸化鉄0.1倍コーテイング区とする)，密封条件で30
0

C・

24時間のコーテイング後加温処理(以下，加温処理とする)

の有無およびエアーアシスト条播機の通過処理(以下，播

種機通過処理とする)の有無を組み合わせて，野外に設置

したコンテナ (34x 19 x 15 cm)で土中出芽性を評価した.

また，対照区として，過酸化カルシウムを乾籾重の等倍量

コーテイングした過酸化カルシウム等倍コーテイング区を

設けて比較を行った 風乾砕土した水田土壌(細粒強グラ

イ土)に 2008年 10月8日に入水して代かきを行った後に

コンテナ (34x 19 x 15 cm) に充填して 1日間野外で静置

した.翌日コンテナの表面水を除去した後，コンテナ当た

り50粒のコーテイング種子を播種深 1cmにピンセットで

播種した各コーティング種子当たり 3コンテナ (3反復)

とした播種後は湛水深約 2cmの湛水管理とし，播種後

21日間の出芽・苗立ちを毎日調査し，播種後21日目の地

上部乾物重を測定したなお，播種後21日間の平均気温

は16.9
0Cであった.

試験 III 酸化鉄コーテイング後の加温処理の有無と低

温密封貯蔵が発芽率に及ぼす影響

2006年および2007年に採種後，低温保管しておいたコ

シヒカリの種子を利用して，各区別に乾籾 3kgを種子消

毒後， 10
0

Cで5日間浸種した後に 50%程度発芽するまで催

芽した種子に，試験Iと同じ鉄資材をカルパーコーテイン

グマシンでコーテイング量を乾籾重の等倍または 0.1倍

としてコーティングを行った コーテイング後，種子をポ

リ袋に入れ，袋上部に空気のスペースを作らない状態で紐

で、持って密封条件とし，加温処理の有無を組み合わせた

コーテイング種子を作成した また，対照区として過酸化

カルシウムを乾籾重の等倍量コーテイングした過酸化カル

シウム等倍コーティング区および還元鉄コーテイング区

(還元鉄粉90%と焼石膏 10%を混合した資材を乾籾重の等

倍または 0.1倍量コーテイング)を設けた.コーテイン

グ種子を密封したポリ袋は 10
0Cとした低温庫に保管して，

コーテイング後5日目から 40日目まで 5日おきに開封し

て種子を軽く撹枠した後に，各区3組ずつ約 100粒の種子

を取り出し，湿った擢紙を入れた 9cmシャーレに置床し，

20
0

C・7日間暗所で発芽させて発芽調査を行い，鞘葉の確

認をもって発芽とした.なお， 5日おきの開封時間は 1区

当たり数十秒程度であり，開封後は袋上部に空気のスペー

スを作らない状態で、紐で、縛って密封条件を続けた
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第1表 エアーアシスト条播機で播種された酸化鉄コーテイング種子の種子予措の差異が苗立ちに及ぼす影響.
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播種後28日目の値 2008年5月8日に機械播種，播種翌日から 2日間落水したが，スズメの食害を受け始め

たため，その後湛水管理とした(平均気温17.2t) 同一英文字は，異なる種子予措聞で 5%水準の有意差が

無いことを示す (Tukey法).
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第1図 酸化鉄コーテイング種子の出芽，第 1葉抽出および苗立ち率の推移.
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(以下密封継続区とする)を設けた.また，開封区は，開

封時以外は袋上部に空気のスペースを作らない状態で紐で

縛って密封条件とした各区ともコーテイング後40日固

まで5日おきに開封して種子を軽く撹持した後に，各区3

組ずつ約 100粒の種子を取り出し，湿った櫨紙を入れた 9

cmシャーレに置床し. 20t・7日間暗所で発芽させて発芽

調査を行い，鞘葉の確認をもって発芽とした

試験I

1.ヱアーアシスト条播機を利用した圃場試験

圃場試験の結果を第1表に示す.イ共謝重子聞に由化茎長の

差は認められなかったが催芽種子区は活性化種子区および、

乾燥種子区に比べて苗立ち率が高く，草丈は有意に大きく，

葉齢は有意に進んで茎葉部乾物重は大きい傾向を示した

果結

2008年に採種後，低温保管しておいたコシヒカリの種子

を利用して，各区別に乾籾3kgを種子消毒後. 10
0

Cで5日

間浸種した後に 50%程度発芽するまで催芽した催芽種子

に，試験Iと同じ鉄資材をカルパーコーティングマシンで

コーテイング量を乾籾重の等倍または 0.1倍としてコー

テイングしたこの試験では，コーティング後加温処理し

た種子について開封の影響を調査するため，以下の操作を

行ったまず，コーテイング後に各区のコーテイング種子

を8等分にしてチャック付きポリ袋に入れ，袋上部に空気

のスペースを作らない状態でシールして加温処理を行い，

その後，低温(lOt)密封条件としたさらにコーテイン

グ後5日目に 8等分した種子全てを 1つのポリ袋に入れ，

コーテイング後5日おきに数十秒の開封を繰り返してサン

プリングを行う区(以下開封区とする)とコーテイング後

に8等分したままサンプリング直前まで密封を続けた区
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第 1葉抽出，苗立ち日数および播種後21日目の初期生育量に及ぼ第2表酸化鉄コーテイング種子における種子予措と播種深が平均出芽，

す影響.

茎葉部乾物重

(mg/20個体)
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内

d
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平均苗立ち日数
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平均第 1葉抽出日数
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平均出芽日数

(日)

7.9 a 3.6 a 
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74c 2.0 c 6.2 b 14.5 b 13.8 b 12.4 c 

198 a 3.4a 11.9 a 12.4 a 11.2 a 8.5 a 

110b 2.4 b 9.4a 14.5 b 13.3 b 10.8 b 

67 c 

7.1 a 

1.3 . 6 b 15 . 7 b 16 . 3 b 6 . 0 a 2 . 0 a 

2008年5月9日に播種し，その後 21日間はi甚水深約 2cmの湛水管理とした(平均地温 19.0
0

C) 草丈，葉齢および茎葉部乾物重は播種後

21日目の平均値 (n=3)で示し，未発芽個体および鞘葉のみ抽出した個体の草丈と葉齢は 0として計算した同一英文字は，同一播種深の異

なる種子予措間で 5%水準の有意差が無いことを示す (Tukey法)
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第2図 酸化鉄コーテイン夕、種子の平均出芽日数と播種後 21日目

の出芽率との関係
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処理によって酸化鉄等倍コーティング区および酸化鉄0.1

倍コーティング区で出芽率が低く推移する傾向を示した

が，その低下程度は無加温区に比べて著しく大きかった

また，過酸化カルシウム等倍コーテイング区では無加温区

と同様に播種機通過処理によって出芽が若干遅れたが，最

終的な出芽率には差が認められなかった.

苗立ち率の推移を第4図に示した苗立ち率の推移は各

区とも出芽率の推移と同様な傾向を示したまた，酸化鉄

等倍コーテイング区および酸化鉄 0.1倍コーティング区

の播種機通過処理の場合，出芽しでも百立ちに至らなかっ

たものが複数確認され，苗立ち率は出芽率に比べて無処理

に対する低下程度が大きく，標準誤差も大きくなった

酸化鉄コーテイング種子のコーティング，加温処理およ

び播種機通過処理が出芽 百立ちおよび播種後 21日目の

地上部乾物重に及ぼす影響を第3表に示した酸化鉄等倍

コーテイング区では，加温処理によって最終的な出芽率お

よび苗立ち率が有意に低下したまた，播種機通過処理に

2. ポット試験

ポット試験における出芽 第1葉抽出および苗立ちの推

移を第 1図に示した播種深 0.5cm条件では催芽種子区

の出芽が最も早く，次いで活性化種子区乾燥種子区の順

に出芽が認められ，同様の傾向は第 1葉抽出および苗立ち

にも認められたまた，播種深1.0cmおよび1.5 cm条

件でも同様の傾向は認められたが播種深が深くなるほど

出芽，第 1葉抽出および苗立ちは遅れる傾向を示した

平均出芽日数，平均第 1葉抽出日数，平均苗立ち日数お

よび播種後 21日目の初期生育量を第 2表に示した.同一

播種深では，平均出芽日数は催芽種子区，活性化種子区，

乾燥種子区の順に短く，平均第 1葉抽出日数，平均苗立ち

日数でも同様の傾向が認められたまた播種後 21日目の

初期生育量は，催芽種子区活性化種子区乾燥種子区の

順に草丈が大きく，葉齢が進んで，茎葉部乾物重が大きく

なる傾向を示した

酸化鉄コーテイング種子の平均出芽日数と播種後 21日

目の出芽率との関係をみると，平均出芽日数が短い区では

播種後 21日日の出芽率が高く 平均出芽日数が長い区で

は播種後 21日日の出芽率が低い傾向が認められ，平均出

芽日数と播種後 21日目の出芽率との聞には相関係数が

--{) . 911で1%水準の有意な負の相関関係が認められた(第

2図)

試験11

出芽率の推移を第3図に示した無加温区についてみる

と播種機通過処理によって酸化鉄等倍コーテイング区お

よび酸化鉄 0.1倍コーテイング区で出芽率が低く推移す

る傾向を示し，コーテイング量を減らした 0.1倍コーテイ

ング区で低下程度が大きかった.また，過酸化カルシウム

等倍コーティング区では播種機通過処理によって出芽が若

干遅れたが，最終的な出芽率には差が認められなかった

加温処理区についてみると，無加温区と同様に播種機通過



367 古畑ら一一酸化鉄コーティング種子の出芽・苗立ち

過酸化カルシウム等倍
コーティング

酸化鉄O.l倍コーティング

…
 

ス
UH

j
'
;
 
itil
，，，
A
M
'
 川

】

酸化鉄等倍コーティング

無加温区

100 

60 

20 

40 

80 

。

ハH
V

ハH
V

(
渓
)
時
株
坦

加温処理区

80 

60 

l-磁部5部5同v
h
H
Y
4
 

スU
Z

}

日

ρ

40 

20 

。
。 9 12 15 18 21 

コーテイング後加温処理および播種機通過処

6 3 。12 15 18 21 

第 3図 酸化鉄コーティング種子のコーテイング，

理が出芽に及ぼす影響.

.:無処理， 0:播種機通過処理縦棒は標準誤差 (n= 3) 

9 

播種後日数(日)

6 3 。9 12 15 18 21 6 3 

過酸化カルシウム等倍
コーティング

酸化鉄O.l倍コーティング

d捌

酸化鉄等倍コーティング

無加温区

100 

60 

20 

40 

80 

(
や
か
)
除
株
坦

間

加温処理区

O 

60 

40 

20 

100 

80 

。
。 6 9 12 15 18 21 0 

播種後日数(日)

コーテイング後加温処理および播種機通過処

9 12 15 18 21 6 3 3 

第4図 酸化鉄コーティング種子のコーテイング，

理が苗立ちに及ぼす影響.

.:無処理， 0:播種機通過処理.縦棒は標準誤差 (n= 3) 

O 9 12 15 18 21 6 3 



可
1
1
1
1
1
!
1
1
J
i
l
l
-
J

第 79巻 (2010)日本作物学会紀事368 

播種機通過処理の
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有
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有
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コーテイング後加温処理および播種機通過処理が出芽・首立ちに及ぼす影響.
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び2007年種子ともに加温処理区の発芽率の低下程度は無

加温区に比べて小さかった一方酸化鉄等倍コーテイン

グ区では， 2006年種子および2007年種子ともに加温処理

区は無加温区に比べて早期に発芽率は低下した.また，酸

化鉄 0.1倍コーテイング区では， 2006年種子の発芽率の

低下程度は同年の酸化鉄等倍コーティング区に比べて小さ

かったが， 2007年種子では加温処理区の発芽率が酸化鉄等

倍コーティング区と同様に早期に低下した.さらに，還元

鉄コーテイング区ではコーテイング量にかかわらず 2006

年種子および2007年種子ともに加温処理区の発芽率は無

加温区に比べて早期に低下した(データ省略)• 

加温処理したコーテイング種子を低温貯蔵する際の袋の

開封の有無が発芽率に及ぼす影響を第6図に示した酸化

鉄を等倍量コーテイングした後に加温処理を行った場合，

開封区は密封継続区に比べて早期に発芽率は低下した ま

た酸化鉄を 0.1倍量コーテイングした後に加温処理を

行った場合も同様の傾向が認められた

よって出芽が有意に遅れ最終的な出芽率および苗立ち率

が有意に低下したが，加温処理した後に播種機通過処理し

た区で最も大きく低下した酸化鉄等倍コーティング区の

地上部乾物重は播種機通過処理によって有意に小さくな

り，加温処理した後に播種機通過処理した区が最も小さく

なった.さらに，酸化鉄 0.1倍コーティング区において

も加温処理によって最終的な出芽率および苗立ち率が有意

に低下した また，播種機通過処理によって出芽・苗立ち

が有意に遅れ，最終的な出芽率および苗立ち率が有意に低

下した加温処理した後に播種機通過処理した区は全区の

中で出芽および百立ちが最も遅く，出芽率および苗立ち率

は最も低く，地上部乾物重は最も小さくなった

過酸化カルシウム等倍コーテイング区では，加温処理に

よって出芽および苗立ちが有意に早まり，播種機通過処理

によって出芽，苗立ちが有意に遅れたが，最終的な出芽率

および苗立ち率には有意な差はなかった また，同区の地

上部乾物重は播種機通過処理によって有意に小さくなった

が，加温処理の有無による影響は認められなかった
察

1 寒冷地における酸化鉄コーテイング直播への催芽種

子の利用について

本試験の結果，催芽種子を酸化鉄コーテイング直播栽培

に利用した場合，鉄コーテイング湛水直播栽培で一般的な

考

試験凹

第5図において，コーテイング後の低温貯蔵日数が発芽

率に及ぼす影響を種子コーティング処理間で比較した 過

酸化カルシウム等倍コーテイング区では， 2006年種子およ
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ング種子も過酸化カルシウムコーテイング種子や催芽種子

と同様に出芽を早めることによって最終的な出芽・苗立ち

を向上させることが可能であることが示唆された

鉄コーティング種子では，浸種後に乾燥させた活性化種

子を利用するのが一般的である(注:山内稔2007. 鉄コー

テイング湛水直播技術と飼料用稲栽培への適用.近畿中国

四国農業研究センター飼料用稲生産技術マニュアル No_2).

しかし催芽種子あるいは浸種のみ行った種子に還元鉄を

コーティングした場合，種子水分が高いため，鉄コーテイ

ング種子は集積時に短時間で発熱する(今川 2006，関矢ら

活性化種子を利用した場合に比べて出芽・苗立ちが早まり

(第 1図，第2表)，最終的な出芽・苗立ち率は向上して(第

1表，第 1図)，初期生育量も大きかった(第 l表，第2表)• 

本試験の乾燥種子区および活性化種子区では播種後に土壌

から吸水して発芽した後に鞘葉を伸長させて出芽に至ると

考えられるが，播種後低温条件となる地域では吸水過程に

日数を要するために，催芽種子区に比べて出芽・苗立ちが

遅れて出芽・首立ちが低下した結呆，初期生育量も小さく

なったと考えられたまた，本試験結果では，出芽に要す

る日数が短い区ほど最終的な出芽率も高かった(第2図). 

単一品種で過酸化カルシウムコーテイング種子を供試して

異なる施肥量，施肥位置および、播種後落水管理条件で、土中

播種した結果，出芽の遅速と最終的な出芽率との聞には有

意な相関関係が認められたこと(古畑ら 2006)，国内外

128品種の無粉衣催芽種子を供試して圃場で土中播種試験

を行った結果，出芽の遅速と最終的な出芽率，第2葉およ

び第3葉抽出率の聞には有意な相関関係があること(古畑

ら2007)，国内外25品種の無粉衣催芽種予を供試して，発

芽から苗立ち(第2葉抽出)までの過程について寒天培地

を用いた観察を行い，吸水~発芽率 50%までの期間，発

芽率 50%~出芽率 50% までの期間，出芽率 50%~第 1 葉

抽出率 50%までの期間の長さをそれぞれ算出した結果，発

芽率 50%~出芽率 50% までの期間の長さが別試験の苗立

ち率と最も高い相闘があったこと (Ogiwaraand τerashima 

2001)が報告されている これらの結果から，鉄コーテイ
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2006，吉住ら 2006) ことから，発熱によって発芽率の著し

い低下が生じる可能性がある.この問題を回避する方法と

して，発熱前に播種する(今川 2006，今川ら 2008)，ある

いは酸化鉄をコーテイング資材のベースとして利用するこ

とで発熱を抑制する(関矢ら 2006，古畑ら 2009b)方法が

提案されており，本試験においても発熱を回避する目的で

酸化鉄を利用した鉄コーテイング直播栽培に催芽種子を

利用するため，酸化鉄でのコーティングとするか，還元鉄

でのコーテイングの場合は発熱前に播種すれば寒冷地での

鉄コーテイング直播栽培において出芽・苗立ちを早めるこ

とと発熱によるリスク低減を同時に達成でき，従来法に比

べて寒冷地に導入するメリットが高まると考えられる.

2 加温処理が鉄コーティング種子の出芽・苗立ちに及

ぼす影響

本試験の結果，酸化鉄コーテイング区では加温処理およ

び播種機通過処理によって出芽・苗立ちが有意に低下し，

その低下程度は加温処理に比べて播種機通過処理で大き

く，加温処理後に播種機通過処理した区で最も大きかった

(第 3，4図，第3表).エアーアシスト条播機では，種子ホッ

パーから繰り出された種子は，送風機からの風に乗って吐

出口まで運ばれるが，播種作業幅が片側 5mであるため，

吐出口までの送風管内の種子の移動時聞が比較的長く，種

子が損傷を受けやすいことが考えられる.エアーアシスト

条播機とほぼ同様の機構を持つ散布機で催芽種子を供試し

て行った試験によれば，送風空気が分岐する衝突板等へ種

子が衝突することによって，播種機を通過した種子の発芽

率が大幅に低下したことが報告されている(注.中央農業

総合研究センター編 2004.中央農研研究資料 4.平坦水田地

帯における大規模米生産システムの確立).また，鉄資材

は過酸化カルシウム資材に比べて比重が大きいことから，

コーティング資材が同重量であれば種子外側のコーテイン

グ資材の層の厚さは鉄コーティング種子で薄くなること

が，播種機通過処理によるコーテイング種子の損傷が鉄

コーテイング種子で大きくなった要因のーっとなったと考

えられたまた，催芽程度については，種子が芽切る直前

(藤井ら 1989)あるいは鳩胸程度まで(渡部ら 1990)が最

も出芽率が高く，鞘葉長が長い場合には出芽率が低下する

ことが報告されている 鉄コーテイング種子ではコーテイ

ング層から鞘葉が露出した個体が多く観察されたこれは，

鉄コーテイング種子ではコーテイング層が薄い上に，加温

処理で鞘葉が伸長したためと考えられ，鞘葉は損傷を受け

やすい状態にあったと考えられた.また， コーティング資

材の層がより薄い酸化鉄 0.1倍コーテイング区では鞘葉

の損傷程度は酸化鉄等倍区に比べて顕著になると推察され

た(第3図，第4図，第3表)• 

3. 加温処理が低温貯蔵した鉄コーテイング種子の発芽

率に及ぼす影響

本試験の結果，コーティング量の多少に関わらず催芽種

子に酸化鉄をベースにコーテイングした後に加温処理した

種子では，低温貯蔵期間中の早い時期に発芽率の低下が認

められた(第 5図).また，還元鉄をベースにコーティン

グした後に加温処理した種子でも同様の傾向が確認され，

加温処理が貯蔵性に及ぼす影響は過酸化カルシウムコー

テイング種子とは異なったさらに，加温処理した後に定

期的に開封したことによって発芽率が早期に低下した可能

性が考えられたため，加温処理後に定期的に短時間の開封

を行う区と密封状態を継続した区を設けて検討を行った

その結果，本試験の酸化鉄等倍コーテイング区および酸化

鉄 0.1倍コーテイング区で加温処理後に 5日おきに短時

間の開封を繰り返した区は，サンプリング直前まで密封し

続けた区に比べて早期に発芽率が低下した(第6図).さ

らに，加温処理直後には酸化鉄等倍コーティング区および

酸化鉄0.1倍コーティング区ともに一部の種子でコーティ

ング層から露出した鞘葉が確認され，密封継続区では貯蔵

期間中にわたってほぼ同様な状態が確認できたものの，開

封区では貯蔵日数が長くなった場合，露出した鞘葉の数が

明らかに減少した(データ省略).開封区で早期に発芽率

が低下した要因として，開封の直接的影響，または開封後

の軽い撹枠に伴う鞘葉の損傷が影響したことが考えられ

た 一方，酸化鉄等倍コーテイング区に比べてコーティン

グ層が薄い酸化鉄0.1倍コーテイング区の方が発芽率の

低下程度が小さい傾向にあること(第6図)から，揖枠に

よる鞘葉損傷は発芽率低下にあまり影響しておらず，主な

要因は開封の直接的影響であることが推察されたが，本試

験では開封により発芽率が低下するメカニズムを明らかに

できなかった.

以上のことから，北陸のような播種時期が冷涼となる地

域での鉄コーテイング直播栽培では，催芽種子を利用する

ことによって出芽が早まって出芽・苗立ち率が向上し，初

期生育量も確保しやすいことが示唆された一方，酸化鉄

コーテイングした催芽種子をエアーアシスト条播機で播種

する場合，加温処理した種子では播種機通過による損傷が

著しく大きく，出芽・苗立ちが低下したまた，低温密封

貯蔵した場合，貯蔵中に発芽率が早期に低下する可能性が

あることから，加温技術の導入は難しいと判断された
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Effects of Pretreatment of Iron Oxi品 CoatedPaddy Rice Seeds on Seedling Emergence and FstabIishment in Direct Seeding 

under Submerged Conditions : Masami FURUHATA， Tadashi CHOSA， Osamu MAτ'SUMURA and Akihiro OHSUMI (Natl. Agr. Res.αnt. 

Hokuriku Res. G加tリ Jo的 u943-0193，Japan) 

Abs回 .ct: The emergence and establishment of germinated iron oxide-coated paddy rice seeds were examined in the field and 

in pots to establish a method for direct seeding culture of iron oxide-coated seeds using an air-assisted row seeder in a cold 

districts. In this study， we focused on the prewarming of coated seeds to shorten the time to seedling emergence and 

establishment of direct seeding of iron oxide-coated germinated seeds. The effect of seeder passage treatment after heat 

processing of coated seeds on seedling emergence and establishment and that of cold storage of coated seeds were examined. 

Direct seeding of iron-coated germinated seeds resulted in earlier seedling emergence and higher establishment rate and 

promoted e訂 lygrowth under low temperature conditions， suggesting也atiron oxide-coated germinated seeds would perfoロn

well in cold areas suchぉ Hokurikuregion. However， iron oxide-coated germinated seeds， after prewarming were markedly 

damaged by seeder passage treatment and were rapidly deteriorated in germinability during low tempera回 restorage. Overall， 

出eintroduction of prewarming of coated seeds into direct seeding culture of iron oxide-coated seeds was difficult. 

Key words : Germination， lron-coated seed， Rice， Seedling emergence， Seedling establishment， Seed pretreatment， Submerged 

direct seeding. 
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