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富山県農総セ農研研報
2. 1 ~lO (2011) 

稲作期開の水管理が水稲の生育と自未熟粒の発生に及ぼす影響

JlI口祐男・中田均・稲原誠 1) 

1.緒言

近年、気般の温暖化により水稲の臼未熟粒が増

加している。自未熟粒は玄米の自濁する部位によ

り乳自粒、心白粒、基白粒、背白粒等に分けられ

るが、一般的には登熟期臨の高湛で発生が助長さ

れる(長戸・江幡 1965，若松ら 2007)0 さらに、

乳自粒は生青量や籾数により(寺島ら2001、小

葉田ら2004)、また基白粒、背自粒は登熟期間の

稲体窒素濃度(寺島ら2001)により影響を受ける

ことが知られている。富山県では温暖化により品

質低下が顕在化した1999年以降、県内における水

稲の栽培実態や生育状況、品質を誠査、解析する

とともに、過去の報告を参考にしながら、栽培方

法の適正化を留ってきた。具体的には移植時期を

従来の 5月 l半旬から 5月3半旬に繰り下げるこ

とにより出穏を遅らせ、登熟初期の高溢を回避す

ること、極端な密植や諜植を避けることにより適

正な生育や籾数に誘導すること、穂肥の施用時期

を従来より 3日程度遅らせるとともに、 2回目の

施用量を土壌条件によって変えることにより登熟

期間の窒素栄養の凋落を防ぐこと等である O これ

らの技術対策に取り組んだことにより、ここ数年

の 1等米比率は安定してきたが、まだ、温暖化の

影響を受ける前の水準には達していない(富山県

米作改員対策本部2009) ことから、今後一層の

品質向上が求められる O 一方、既に改善を図った

移植時期や施肥法以外の重要な栽培管理として水

管理がある。水管理が品質に及ぼす影響について

は、深水栽培によって乳自粒や青未熟粒の発生が

抑えられ、整粒歩合が向上する(瀬尾ら 2007、

千葉ら 2009)、登熟期の早期落水により乳自粒

や腹自粒が増加する(大竹・芳賀1976、今野ら

1991)、夜間の通水により乳自粒が減少する(中

村ら 2003)等の報告がある。しかし、これらは

分げつ期や登熟期など眼られた期間の水管理と品

質について論じたものであり、水稲栽培全期間の

水管理に関する報告は少ない。

1 )現在:農業技術課

本試験では移植から収穫前までの長期間にわた

る水管理の違いが、水稲の生育と白未熟粒の発生

に及ぼす影響について検討した。

n.材料および方法

試験はコシヒカリを供試し、 2007年と2008年

に富山県農林水産総合技術センター農業研究所内

の沖積砂壌土水田で実施した。移植は稚萌を用

い、 2007年は栽植密度18.3株/mで5月 76に、

2008年は栽植密度20.0株/ぱで 5月13日に行っ

た。試験区は移植から成熟期12~14日前まで湛

水を保った区(常時湛水星)、移植後湛水し、有

効分げつ終期から 4~9 日間中干しを行った後、

出穂期の14日前まで間断濯蹴し、その後成熟期

12~14 自前まで40自問湛水した区(後期湛水区)、

移植後の湛水と中干しは後期湛水区と同様に行

い、その後成熟期12~14 自前まで、関断瀧概を行っ

た区(間断濃概区)、移植から有効分げつ終期ま

で、湛水し、その後、成熟期12~14日前まで、穂

月巴施用持の 1~2 日間以外は入水しない区(節水

区)の 4区在設けた。各試験区の湛水時の水深は

3~ 5cmであった。実際の水管理の内容を第 1表

に示した。肥料は窒素成分で基肥に4.0~5.0均/

10a施用し、穂肥は出穂14自前に1.5kg /lOa、出

穂7日前に2.Okg /lOa施用した。

草丈、茎数は試験区内で王子均的な生青と思われ

る場所で連続10株ずつ測定し、最大、最小を除

いて平均した。調査は初期分げつが発生した 5月

下匂~6 月上勾から始め、有効分げつ終期、最高

分げつ期、幼穂形成期および穂揃期頃に行った。

葉色は葉緑素計 (SPAD-502 コニカミノルタ社

製)そ用い、草丈、茎数と同様な方法で有効分げ

つ期から成熟期前まで測定を続けた。玄米外観品

質は自視により300粒ずつ調査した。玄米蛋白含

有率はケルダール法で、窒素濃度を測定し、蛋白含

有率に換算して乾物当たりの値で示した。収量構

成要素は各調査区における穂数の平均に近い株を

10掴体ずつ採取し、穂重の中庸な 6株について調
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第1表試験区別の水管理の内容

2007年 移植~6/12 6/13-6/21 6/22-7/23 7/24-9/2 

2008年 移槌-6/12 6/13-6/16 6/17-7/21 7/22-8/31 

常時j甚水区 i甚水 湛7Jく j甚水 j甚7l<

後期湛水区 j甚7.k 中干し 調断濯j既 j義7}く

関節瀧;鷲区 j甚7l< 中干し 間新瀧，官 間新濯j既

節水区 j甚71く 入水なし 入水なし 入水なし

注)2007年移植期:5/7幼穂形成揚7/13出穂期:8/7成熟期:9/14
2008年移植期 5/13幼穂形成期:7/14出穂期:8/4成熟期 9/14

した。収量は64株ずつ刈取り、1.9mm以上の玄

米重を平均して算出した。以上の調査は、 2007

年には 3反復、 2008年には 4反後で行った。ま

た、地温は2008年の穂揃期から成熟期に地表面

から 5cmの部分をThermoRecorderおんどとり

Jr. (TR-52、ティアンドヂィ社製)で鵠定し、酸

化還元電位は2007年にORPメーター (TRX-90、

東興化学研究所製)を用い、地表面から 8cmの深

さで測定した。

水管理方法の違いに伴う、土壌中のアンモニア

態窒素残存量の変化を調査するため、 2008年に誼

径60mm、長さ200mmの円詩形塩化ピニルのパイフ。

を移植水稲の条間に埋め込み、その中の土壌者 8

月 128 から 9 月 10自まで 6~8 日開隅で採取し、

オートアナライザー (II型プランルーベ社製)

で測定した。なお、パイフの埋め込みは水稲根か

らの窒素吸収の影響を紡ぐため、移植後 3日自に

行った。稗および葉鞘の非構造性炭水化物(NSC)

は、震量法(大西・堀江 1999)により 2007年は穂、

揃期、出穂後25日目および成熟期に、 2008年は

穂揃期、出穂後23日目および成熟期に測定した。

盟.結果

1 盤熟期麗の気象条件

出穂期は2007年が 8月 5司、 2008年が 8月 3

自となった。出穏期から成熟期までの気象条件そ

第 2表に示した。 2007年は登熟期間全殻の平均気

温が26.7
0

Cで、平均自身す量が17.3MJ / rrl / d旬、

降水量の合計は199.0mmで、あった。気糧、日射量

とも平年老大きく上回る一方で、降水量は王子年の

73%程度と少なかった。さらに、白未熟粒の発生

に特に大きな影響を及ぼす出穂後20日間の気温

は28.5
0Cで、王子年を2.2

0Cも上回った。 2008年は

笠熟期題全般の平均気温が25.4
0C、平均日射量

が16.3MJ/rrl /dayで2007年を下回った。降水量

も含め、ほぼ平年に近い気象条件であった。

2 地温と強化還元電位の撞移

第 1閣に2008年における出穂後の常時湛水匹、

間断潅概i玄および節水誌の地温の推移を示した。

測定期間を通し、関新潅j既区と節水区では差が認

められなかったが、常時湛水区は関断潅灘区、節

水区の両区に比べ高くなった。常時湛水区の平均

地混と最低地温は、 8月11日から 8月26自在中心

として閤断潅減区、節水区より 1~ 5 oC高くなっ

たが、最高地温は温度差が 1oC以下の日が多かっ

た。

酸化還元電位は、常時湛水区と後期湛水区では

測定を開始した 6月 8日から 9丹3日まで-100

~-200mvで推移したが、その後の落水により収

穫時には300~500mvまで高くなった。節水区と

間断潅j既区は 6月 8日では-180mv程度で、あった

が、中干しの実施により 6 月 19日には40~100mv

に上昇した。両区はその後、入排水や降雨によ

り 7 月下勾まで-200~300mvの範囲で、高低を繰

り返したが、部水区では 8月上旬以降急激に

し、 700mv程度で、推移した。関断潅概区は 8月中

第2表 資 熟 期 間 の 気 象 条 件

2007年 2008年 平年

平均気温 (OC) 28.5 26.4 26.3 
出穂後

臼射量 (MJ/m) 21.9 18.5 17.4 
20日開

時7l<量 (mm) 46.0 236.5 116.4 

平均気温 (OC) 26.7 25.4 25.1 
登熟

日射量 (MJ/ば) 17.3 16.3 15.8 会期間
降水量 (mm) 199.0 298.0 272.5 

注)富山地方気象台。

平年は出穂期8月48、成熟期9月14日とした。
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月26日であったが、最高茎数は間断潅j既区が最も

多く、次いで、常時湛水区と後期湛水区がほぼ間程

度となり、節水区が最も少なくなった。節水区は

6月上旬~出穂、期まで最も少なく推移した。 2008

年は 6 月上旬~7 月中旬までは後期湛水区と間断

濯獄区が多く推移し、 6月27自の最高分げつ期で

は後期溢水区と間断濯概区が630本/rrl程茂、常時

湛水区と節水区が550本/rrl程度となった。穂数は

常時湛*IZと間断濯概区が多くなった。前年とも

穂数は関断潅概匿で多く、節水区で少なくなる傾

向が認められた。

葉邑は2007年では 5 月下旬~7月中旬まで常時

湛水区が最も濃く推移したが、特に 6 月下旬~7

丹中旬までは他の 3区との差が大きくなった。 5

月下旬~6 月中旬までは鮪水区が最も淡くなった

が、その後は後期濃水臣、間新潅j既区と明瞭な差

が認められなくなった。 2008年は2007年に比べ、

試験区関の差は小ざかったが、 6 月下旬~7 月中

旬は宝石水区が他の 3区に比べてわずかに濃くな

り、 7月下旬は常時潜水誌がやや濃くなった(第

3函)。

旬以降 100~500mvで、推移した(第 2 図)。いず

れの区も概ね水管理に応じた酸化還元電位の推移

となった。

3 出穂期までの生膏の推移

2007年の草丈は 5 月下旬~6 月下旬まで開新

滋i既区が短めに推移し、{告の 31Zは差がなかった

が、 7月以蜂で、は常時湛水区が長くなり、他の 3

区はほぼ間程度となった。 2008年は 6月上~中

勾まで試験区による差はなかったが、 6月下旬は

後期湛水区が長くなり、 7月中旬以降は常時海水

区が長くなった。両年とも稗長は常時湛水区が最

も長くなったが、いず、れも82cm穆度と短かったた

め、倒伏は認められなかったO

茎数は2007年では 6 丹上旬~6 月中旬まで、

後期湛水区がやや多めであったが、 6月下旬以降

は閤断瀧減区が多く推移した。最高分げつ期は 6

4 登熟期間の護芭の推移

2007年における隷捕期の葉台犠は常時謀水IZ
で35.8、節水区で34.1、後期湛水区および開断

潅灘区で33.0であった。その後、いずれの区も

葉台値は低下したが、常時湛水匿は 9月中旬まで、

最も高く推移した。地の 3 1Z~ま 8 月中旬まで差は

なかったが、 9月中旬では後期湛水区が関新潅j霞

区や節水区に比べ高くなった。穂揃期~9 月中旬

までの葉色値低下は常時湛水区が9.1であったの

に対し、後期湛水!Kは9.9、間新潅瓶底は11.7、

節水誌は13.7となり、 j霊水期間が長いほど葉色

iOO 
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一300

6/2 6/14 6/26 i/8 i/20 8/1 8/13 8/25 9/6 9/18 

第 2jg] 酸化還元電位の推移(2008年)
地下部8cmで、測定.

800 
明。叩 ~1j;r断基水

一舎一後WI淡水

一合一IllJt祈総統

一致一節水
ハ
υ

ハH
v

n

v

ハH
V

ハH
U

ハ
υ

ハ
υ

ハ
υ

ハ
U

ハ
υ

戸
川

υ

窓

生

つ
d

つ
ω

3

A

合同局
)

V

之
内
ザ
ヨ
ぶ
対
け
一
}
制
£

。
一100

-200 



4 富山県農林水産総合技術センター農業研究所研究報告第2号 (2011)

100 

80 

~ 60 

5 
制
緩 40

20 

-0-)話持，甚氷

ー@一議期f菩氷

-':'-F，1新選滋

ー金一節"

0 

5/24 617 6/21 7/5 7/19 8/2 8/16 

100 

80 

~ 60 
E 
O 

判

栂 40

20 

G 

6/5 6/19 7/3 7/17 7/31 8/14 

700 

600 

500 

∞
∞
 

4

3

 

{主
¥
M宵
〉
怒
山
間

200 

100 

45 

40 

言
〈
島35

Iill 
号事

30 

700 

o ' e 
5/24 617 6/21 7/5 7/19 8/2 8/16 5124 

45 

低下は軽微となった。 2008年における葉色備は

常時湛水区と後期湛水区がほぼ向程度で推移し、

次いで賠断潅獄区となり、節水区が最も低くなっ

た。穂揃期~9 月中旬までの葉色低下は1O~12

で、試験区による差が小さいうえ、 2007年に比

べ軽微であった(第 4図)。
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5 土壌中のアンモニア態窒素践存鐘の推移

8月12日における土壌中のアンモニア態窒素残
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第4函出稼後の葉色の推移
j主)SPAD-502を用いて測定、縦棒は標準誤差

存最は、 100gの乾土当たりで、常時湛7k!玄が3.27mgN、

後期湛水区が1.96mgN、寵断海概区が2.21mgN、節

水誌が0.27mgNで、あった。常時湛水区で、は 8月27

B~こ 2. 91mgNになった後、急激に紙下し、 9月10

自では1.14mgNとなった。後期溢水匿と間断潅水

区は間程度で推移し、 8月20司に1.65~1. 84mgN、8

月27日に1.35~ 1. 56mg誌になった後、 9月10告に

はO.07~0. 37mgNまで低下した。節水区は 8月初

日に0.05mgNまで低下し、それ以降は、ほぼ残存



7 収量構成要素と外観品質，玄米議自禽有率

第 3表に 2年閤における各試験区の収量構成要

素と分散分析結果を示した。穂数、 l穂籾数、 IIi

たり籾数および収量について、水管理法の閣に

有意差が認められた。また、穂数、抵当たり籾数、

登熟歩合及び収量について、有意な年次間差が認

められた。

穂数は両年とも間断潅j既区が最も多くなり、

2007年は節水区が、 2008年は後期湛水区が最も

少なくなった。 l穂籾数は2007年では常時湛水

区が最も多くなったが、 2008年は後期湛水区が

最も多くなった。また、両年とも関断濯概区が最

も少なくなった。この結果、 IIi当たり籾数は両年

5 稲作期間の水管理が水稲の生育と自未熟粒の発生に及ぼす影響

この傾向は2008年も同様であった。はなくなった(第 5図)。瀕定期閣を通し、湛

水期間の最も長い常時湛水区が最も高く、最も短

い節水区が最も低く推移した。

非構造性炭水北物 (NSC)禽有率の推移

2007年における出穂期のNSC含有率は34.6%~ 

35.7%で、区による差は認められなかったが、

出穂後25日目では常時湛水区が18.1%で最も

f尽く、次いで間断潅滅症が21.1 %、後期i甚水IR
21. 4%、節水庶22.5%となった。成熟期も常時

湛水区24.2%、間断潅i既区30.4%、後期湛水区

31. 0%、節水区31.8%の)1顕となった(第 6図)。

出穂期と出穂後25日目、また出穂期と成熟期の

NSC含有率の差はともに常時湛水区が最も大きく

なり、より多くのNSCが稗から穂部へ移行した。
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第6臨出諒後のNSC含有率の推移(2007)
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第S図土壌中のアンモニア態窒素の推移(2008年)
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第3~受7l<管理法が収量構成要素に及ぼす影響

穏数 籾数 籾数 登熟歩合

(本/m) (粒/穏)(百粒/m') (%) 

317 79.2 250.7 94.0 

377 66.6 250.8 89.9 

324 63.7206.4 94.6 

346 67.6 233.9 90.0 

348 60.5 210.8 93.7 

377 61.8 232.7 91.0 

292 65.0 189.9 93.8 

359 63.6 228.2 91.2 

ニ子粒霊
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2007 

2008 

2007 
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水管理法

年次

交互作用 ns * * * ns ns 

j主)料、*、 nsはそれぞれ同水準で有意、 5%水準で有意、有意でないことを示す。
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とも常時湛水区が最も多く、節水区が最も少なく

なった。眼量は常時湛水区が高く、節水誌が低く

なった。

第 4表には同様に、 2年間の玄米外観品質と分

散分析結果を示した。年次開差~みると 2007年

は2008年に詑ベ基白粒・背自粒の発生は多くなっ

たが、乳白粒や青未熟粒は逆に少なくなった。整

粒歩合は、節水区を除けば2007年の方が2008年

より高くなった。一方、水管理法については整粒、

基自粒、背自粒について有意差が認められ、年次

間では基白粒、背自粒、乳自粒および青未熟粒に

ついて有意差が認められた。両年とも常持瀧水区

の整粒歩合が最も高くなり、次いで、後期湛水区、

間断潅j既区、節水誌の}I関となった。基自粒の発生

第4表水管理法が品質に及ぼす影響(粒数%)

は節水区で顕著で、あった。背白粒は基白粒に比べ

発生は少なかったが、特に常時潜水区で、少なかっ

た。 2007年はいずれの区も乳自粒や青未熟粒の

発生は少なかったが、 2008年は常時湛水区がそ

れぞれ1.8%、4.3%となり、他区に比べ多くなっ

た。 2007年、 2008年とも、成熟期の葉色と基自・

背白粒発生率には負の相関が認められた(第 7

図)。

玄米蛋自含有率は高年とも常時湛水区が最も

く、節水IRで、低くなった。年次による差は、間断

謹概区でやや大きくなったが有意差は認められな

かった。 2007年は後期湛水区が間断潅瓶毘より

高くなったが、 2008年は両E互に差はなかった(第

5表)。

年次 整粒基白粒背白粒躍庖粒乳白粒心白粒茶米膏未熟その他

20 

18 

16 

14 

ぎ
~逗 12 

也 10
域i

但 8
号電

8 

4 

2 

。
15 

2007 71.0 4.7 1.7 0.7 0.0 4.7 5.7 0.7 11.0 

2008 67.8 4.3 0.5 0.3 1.8 3.0 5.5 4.3 12.8 

2007 68.0 7.3 3.7 1.3 0.3 4.3 6.7 0.7 7.7 

2008 65.8 5.8 2.8 0.0 0.5 5.5 4.8 1.0 14.0 

2007 67.0 8.0 4.0 0.3 0.0 2.7 7.0 0.3 10.7 

2008 63.8 6.5 1.0 1.0 0.0 3.5 5.8 2.3 16.3 

節水
2007 60.7 14.0 3.7 1.0 0.0 6.0 5.0 0.3 9.3 

2008 61.5 6.8 3.3 1.5 0.8 6.5 5.8 1.5 12.5 

7l<管潔法 * 対ド * * ns ns ns ns ns ns 

年次 ns * * * ns * ns ns * 本*

交互作用 ns * ns ns ns ns ns ns ns 

j主)料、*、 nsはそれぞれ1%水準で、有意、出水準で有意、有意でないことを示す。

O 
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20 25 
葉億(SPAD{U塁)

.2008年

02007年

30 

第7図成熟期の言葉色と皆、暴自粒の関係
時国水準で有窓、林間水準で有意を示す

第5表水管理法が玄米蛋自含有率

に及ぼす影響(乾物%)

年次 玄米蛋白含有率

常時湛7./<.
2007 7.61 

2008 7.58 

後期湛水
2007 7.33 

2008 7.36 

間断濯j既
2007 7.00 

2008 7.39 

節水
2007 6.75 

2008 6.74 

水菅理法 * * 
年次 ns 

交互作用 ns 

j主)料、*、 nsはそれぞ、れ1%水準で有意、

5%水準で有意、有意でないことを示す
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1V.考察

水稲栽堵における水管理は、「湛水状態を保つ

ことにより田水温在高め、生育を促進すること」、

「中干しにより土中の脱窒を促進し、稲体の窒素

吸収在中断することにより過剰生育を抑えるこ

とj および「間断護慨により水稲に必要な水分を

供給しながら機械収穫に必要な地耐力在確保する

こと」等の理由から、現在の方法に集約されてき

た。しかし近年、大型機械の導入が進んだことや

気候が温暖化してきたこと、米のカドミウム残留

基準が設定されたこと等により新たな水管理法の

確立が必要となっている。米のカドミウム吸収を

抑制するためには生背後期の湛水による土壌還元

状態の維持が有効であることが知られている(野

口・新原1973、稲原ら2006)。本試験は、穏作期

間中に湛水状態を長く保つことが、温暖化が進む

現在、水稲の生育や品質にどのような影響を及ぼ

すかに着自して行った。

生育経過を見ると、草丈は常時湛水区が長く

なり、茎数は間断准j既IRが多くなった。楠山ら

(1986)は、水稲の活着後徐々に水深を上げ、最

大10cmとする深水管理により草丈が長くなる一

方で、分げつ発生が抑制されると報告している。

本試験では 3~5cmの湛水深で、あったが、同様の

影響が認められたと考えられる。また、湛水期間

が長いほど、稲作期間における土壌中の酸化還元

電位が低く推移し、アンモニア態窒素の残脊量が

多くなった。このため、全期間を通して常時湛水

区の葉色舘は高くなった。これも、常時湛水畏の

草丈が長くなった要閣と思われる。

収量構成要素のうち、 1穂籾数は2007年では

常時湛水区が、 2008年では後期湛水区が最も多

くなった。 2007年の常時湛水区については、幼

穂分化期~出穂期における葉色が他の震に比べて

かなり濃く推移したこと、 2008年の後期湛水期

については出穂前の葉色は他の区と明瞭な差はな

かったが、穏数が少なくなったことが補償的に影

響している(伊自ら 1979)と考えられた。また、

ITi当たり粉数は再年とも常時湛水区が最も多くな

り、節水区が最も少なかったが、登熟歩合や千粒

重には明確な試験区間差は認められなかった。こ

れは出穂後の葉鞘や稗のNSCが、節水区に比べ常

時湛水罷でより効率的に登熟に利用されたこと、

両年とも最も籾数が多い常時湛水区で、も26，00。
粒/rrl程度と少なめの生青最であり、割伏も認め

られなかったことによると考えられた。

緒雷で触れたように、籾数が適正水準を超えて

多くなると乳白粒、青未熟粒の発生が多くなり、

品質低下の大きな要因になる。本試験でも2008年

はこの様な傾向が認められたが、 2007年では籾

数が増加しでも発生は 2%程度にとどまった(第

8国)。これは、両年とも生育量が少なめであっ

たことに加え、登熟に大きな影響を及ぼす出穂後

20日開の日射量が2008年はほぼ平年に近い条件

であったのに対し、 2007年は平年を大きく上回っ

たためと考えられた。乳自粒の発生が、炭水化物

の蓄積が不十分であることにより引き起こされる

(中JlIら 2006) ことを考慮すると登熟歩合や千

粒震と陪様に、最も籾数が多くなった常時湛水区

において蓄積されたNSCが効率よく利用されたこ

とが、手L白粒や青未熟粒の減少につながったもの

と考えられた。また、同じ期間の平均気温を比較

すると、 2008年はほぼ平年並みであるのに対し、

2007年は平年を大きく上回ったことから、者自

粒、基白粒の発生が多くなったものと思われる。
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第8図籾数と乳B粒、脅未熟粒との関係
十10詫水準で有意を示す

2007年

戸 0.279

280 

一方、出穂後の葉色の推移と品震との関係をみ

ると、湛水期間が長くなるほど繋粒歩合が高く

なった。高温登熟条件下で背自粒・基白粒の発生

を抑えるためには、穂捕期の葉色をSPAD-502の

測定値で35程度にすることが必要である(関東

東海北陸農業研究成果晴報2007)が、常時海水

区では両年とも穂描期の葉色備が34~35 と高く

維持されたことが、高品質に結びついたと考え

られる。移植後から収穫前にかけて湛水状態を続
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けることにより土壇中のアンモニア態窓素量が維

持され、継続的に穏体に窒素栄養が供給されたた

めと考えられるが、これは成熟期における常時湛

水区の窒素吸収量が2007年は14.6g/ rrl、2008年

が10.5g/ぱで、いずれも試験区のなかで最も高

い(データ略)ことからも裏付けられる O また、

2007年は部水区と間新瀧獄区で出穂後の葉色に

明瞭な差が認められなかったにも関わらず、基白

粒の発生率は部水区が有意に高くなった。これは

柳原らの報告 (2002)にあるように、登熟期詣の

長期に渡る土壌水分不足が光合成速度や根の機能

低下を招いた結果、暴自粒の発生を助長したため

と推測される。なお、本試験で、は常時湛水区の最

高地温が24.80C~32. OoC、平均地温が23.70C~ 

30.20C、最低地損が21.20C~28. 80Cで推移した。

平均地温や最低地温は間断渚概区や節水区に比べ

て高くなったが、登熟や品質に対する悪影響は認

められなかった。山口ら(1995)は、登熟初期

では地温が高くなるlまど茎からの出液速度が増加

し、この様な関係は少なくとも290Cまで認められ

ること、出液速度と根の呼吸速度との屈には高い

正の相関関係が認められ、出液速度は根の積極的

吸水に関与する活力を示すことを明らかにしてい

る。また、熊野ら(1972)は常時海水条件では、

登熟期の地温が350Cになった場合、根重が減少す

ることを報告している。これらの結果から、本試

験の常時湛水区ように、登熟期間の地損が最も高

い場合でも、最高地温で32
0
C、平均地温で300C

程度であれば、根の機能低下には結びつかないも

のと考えられた。荒井らの報告 (2001)では出

穂、後20日開の水管理を変えた場合、平均地温は閤

新潅j既区が最も高く、次いで常時湛水区、掛け流

し区の}I頃となり、背白粒の発生は地誼が高いほど

顕著となった。これは、荒井らの試験が本試験に

比べ最高気温の高い条件で行われたこと、比較的

高温登熟性の劣る「初思」が供試されたこと、さ

らには掛け流しにより地温在下げた場合、横物群

落内の気温も低下するためと考えられる。

玄米外観品震は出穂後の葉色維持により、常時

湛水区が良好となったが、同時に玄米蛋白含有率

も常時湛水区で最も高くなった。ただ、 15%の水

分を含んだ精米蛋白含有率に換算すると常時湛水

堅は両年とも5.5%程度となり、窟山県の日課値

山県農林水産部 2010) と同レベルで、あるた

め、食味低下には結びつかないと思われた。なお、

出穂期の葉色よりも成熟期の葉色の方が玄米蛋白
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第9図籾数と玄米室主白会有率の関係

仲間水準で有意、十10弘水準で有意を示す

含有率との相関は高くなった。これは湛水処理が

収穫12~14 日前まで続けられたため、出穂期に

比べ成熟期における葉色の試験区間差がより大き

くなったことが関係していると考えられた。さら

に、 IIT当たりの籾数と玄米蛋白含有率の閣にも正

の相関が認められた(第 9図)。常時湛水珪で、玄

米蛋自含有率が高くなった原因については籾数水

準が高いことも影響し、籾数過多と出穂後の葉色

維持の両者によるものと考えられた。

v.摘要

登熟期間の高温条件下において白未熟粒の発生

を抑えるため、稲作期間中の水管理が水稲の生育

と品質に及ぼす影響について検討した。

( 1 )移植から収穫前まで湛水を続けることによ

り、他の試験区より草丈が長く、葉色も濃く

なり、 rrl当たり籾数は最も多くなった。

(2 )いず、れの水管理法で、も生育量が小さくて籾

数が少なく、儲伏もほとんど認められなかっ

たため、乳白粒や青未熟粒の発生は少なかっ

た。

(3)湛水期間が長いほど土壌中アンモニア態窒

素の残存量が多くなり、葉色が濃く推移した。

また、長期の湛水により背・基白粒の発生が

抑えられ、整粒歩合が高くなった。

(4)出穂期における葉鞘、稗のNSC含有率は試

験区による若は認められなかったが登熟中期

や成熟期で、は常時湛水区が低くなり、登熟に

効率的に利用されていることが示唆された。
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Effecお ofWaterManage盟 e盟主 0日 RicePlant Growth and 
the Occurrence of Chalky Kernels 

Sachio KAWAGUCHI， Hitoshi NAKADA， Makoto INAHARA 1) 

Summary 

In order to reduce the occurrence of cha1ky kerne1s in rice growing at high temperatures during 

the grain filling period， we investigated the effects of water management on growth and grain 

quality 

1. Under flooding conditions from transp1anting to harvest， p1ants were taller， 1eaf c010r was 

deeper， and the plants yielded the highest number of kernels per rrl than the water managements 

by drainage or intermittent irrigation. 

2. The duration of flooding was related to the amount of ammonium nitrogen remaining in the 

soil and 1eaf c010r. 

3. The quality of rice grains as judged by appearance increased with 10nger flooding periods due 

to a reduction in the occurrence of ‘white-back' kernels and ‘basa1伊white'kernels. 

4. There were few panic1es and litt1e evidence of 10dging， so milky“white kernels and immature 

kerneIs rarely occurred in any of the treatments. 

5. ln all water managements， there were no significant differences in the contents of non-

structural carbohydrates (珂SC)at fu]] headjng tjme. Since lengthy flooding resulted in a low NSC 

content during the ripening period， it appears that the NSC were used very efficient1y for grain 

filling in this treatment. 

1) Present Address: Agricultural Technology Division， Toyama Prefectural Office， 930-8501 

[Bull.Agr.Res.Inst，Toyama Pref. Agr.， For. Fish. Res. Ctr.No.2 P1-P10 (2011)J 
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