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鳥害回避に関連する鉄コーティング種子の硬さ，種子表面の色差および発芽特性
-異なる種子予措程度，コーティング資材およびコーティング量での比較-

古畑昌巳 1)・大角壮弘 1).帖佐直 2)・松村修 1)

(0中央農業総合研究センター北陸研究センター 2)東京農工大学農学部)

要旨 鉄コーテイング種子の鳥害回避効果の要因を明らかにするため，異なる種子予措程度，コーテイング資材，コ

ーテイング量としたコーテイング種子の硬度，発芽特性および種子表面の色差を評価した その結果，鉄コーテイン

グ種子は，過酸化カルシウムコーティング種子に比べてコーティング資材と種子が固着しているため，コーテイング

種子外部から力を加えた場合にコーテイング資材の剥離が生じにくく，種子硬度も大きいことが観察された また，

鉄コーティング種子の硬度は，鉄皮膜の厚さに起因せずにコーテインク*種子の水分に起因するため，活性化種子を利

用した鉄コーテイング種子では播種前は硬いが，播種後.発芽前の吸水に伴って硬さが急速に失われることが示唆さ

れた さらに，鉄コーテイング種子で鉄資材のコーテイング比率を下げた場合，種子表面の色差と種子の硬度は変わ

らない一方で発芽が早まることから F 表面播種後に落水条件とした圃場において早 く出芽した芽生えが鳥の食害を受

けてしまう可能性が示唆された

キーワード:イネ，硬度，色差甚水車播，鳥害，鉄コーティング種子.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，鳥害回避や種子保存性の点から注目さ

れている(山内 2004，2005a， b) また，鳥害回避効果の

メカニズムについては，コーテイングの皮膜が堅いため食

べられない物理的効果であると説明されている(山内

2004， 2005a， b)が，根拠となるデータは示されていない

ことから，鉄コーテイング種子の鳥害回避効果およびその

要因については別途確認が必要で、ある 古畑ら (2009)は，

鉄コーテイング種子は闘場条件において過酸化カルシウム

コーティング種子に比べて一定期間の防鳥効果があること

を確認しこの要因として鉄コーテイング種子表面の色差

は，過酸化カルシウムコーティング種子に比べて L*値(明

度)が小さく，酸化に伴って a*値と V値が大きくなる(赤

みと黄みが増す)ことによって土壌表面と似た色となるた

め，判別が困難となって烏害が生じにくい可能性を指摘し

ている また，過酸化カルシウムコーテイング直播栽培に

比べて程度は軽いものの鉄コーテイング直播においても鳥

害にあうこと (渡謹ら 2006，古畑ら 2009)，より低コスト

にするためにコーティング比率を下げて 0.1倍量あるい

は0.25倍量とした場合，出芽開始時期が早まったにもか

かわらず苗立ち率が低下しその要因として鳥寄の可能性

を指摘した事例(注 鈴木央子・阿部徳文2009 省力及び

低コスト稲作技術(鉄コーティング直播)の組み立てに関

する実証調査平成 20年度全国農業システム化研究会現地

実証調査成績書 168 -177.)が報告されている. さらに，

過酸化カルシウムコーテイング種子や鉄コーテイング種子

に催芽種子を利用した場合，低温密封保存した条件でも

1ヶ月以内に発芽率の低下が生じていることが報告されて

いる(古畑ら 2010). 活性化種子(常温で消毒液 24時間浸

j責後に 1~2 日浸種した後に乾燥させた種子)を利用した

鉄コーテイング種子は常温で長期保存が可能とされている

(山内 2004，2005b)が守発芽特性を含めた種子の特性につ

いて，催芽種子を利用したコーティング種子との比較につ

いては十分な報告が行われていない そこで本試験では，

鉄コーティング種子の硬さと鉄コーテイング種子表面の色

に着目し異なる種子予措程度やコーティング量とした鉄

コーティング種子を供試して，播種後から発芽までを想定

してi慮紙上で、吸水させた条件下で鉄コーテイング種子の硬

度等の継時的変化および鉄コーテイング種子表面の色差に

ついて調査し鳥害回避効果の要因について検討した‘な

お，本試験における種子の保存期間は，活性化種子と催芽

種子との発芽特性の比較可能なコーテイング後40日間と

し， 10日おきに計4回サンプリングした種子を利用する

ことによって種子特性の変化および試験の再現性を検討

した.

材料と方法

試験 I 異なる種子予措程度が鉄コーティング種子の硬

さと色に及ぼす影響

コシヒカリの活性化種子(吉住ら (2006) の方法に準じ

て種子消毒後， 10tで5日間浸種して 30t. 8時間加温

した後に 30
0

Cに設定した乾燥機で 24時間通風乾燥した種

子)，催芽種子 (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)に還元鉄 (DSP317，

DOWAIPクリエイション)90%と焼右膏 10%の割合で混

合した資材をパン型造粒機 (PZ-01. AS ONE)で乾籾重の

等倍量のコーティングをして試験を行った(以下それぞれ

活性化種子・還元鉄区催芽種子・還元鉄区とする).また，
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対HH区として，催芽種子に過酸化カルシウム資材ーを乾粉重 100 

の詐倍歪のコーテイ ングを行った(以下催芽種子 J!i1 i~変化

カルシウム区とする) なお.慌芽積子を利用した催芳三種子・

還元鉄区および催芽種子・過酸化カルシウム区は試験開始

まで、低温密封条件， 活性化種子 -還元鉄区は常温で綱箱に

1 cm程度の厚さとなる条件でそれぞれ 40日間保管した

試験は句 コーテイング後 10I::lおきに育1.41bI1，各区の積子ー

をサンプリング して， 湿っ たj慮紙を敷いたシャ ーレ内に約

100粒入れ. 15t・陥条例となる恒油機に置床した 置床

後oEI日(サンプリング後シャーレに置!来しない).1日目。

3 1:1目. 5日1::1，7日目。 10日日にそれぞれ)'!'j意したシャ ー

レ|付の桂子を回収し木犀式テージタル1現住吉1-(KHT-20N. 

藤原製作所)を用いて各 I~ の都子 1 粒ずつの破j支を 1 区当

たり 10点測定する操作を 3反復 (シャーレ)行いーそれ

ぞれのシャーレ内の種子の発芽率 コーティ ング種子水分

を3反復調査した なお，発芽率はコーテイングした状態

で外部から科j葉十1111':1-'1が時認された個休を発当個体としてカ

ウ ン卜し初子水分は 80.Cで 3Elil吃燥した後の乾物量を

i!!lJiG:して，それぞれ求めた.さらに，コ ーテイング後 5口

おきに各区の種子をサンプリングして各灰約 100粒を 3

組ずつ湿った滅紙を入れたシャーレに取り。 25
0C. 14 1]間

H青所に置所、して 11J日発芽調査を行い守 ヒエ努!の 円別発牙

率を数量化する手法(1.1.1末2001) を適用して平均発芽日数

を求め，最終I'J'~な発芽号、も求めた

コーテイング種子表面iの色差(L*aも~表色系)について

は コーティング翌日に各区の種子をサンプリングした種

子(以下，コーテイング翌日とする)およびコーテイング

後 61:1日に各区の種子をサンプリングした後に種子表町ま

で蒸留水の入った状態としたシャーレを恒温機に置床し

15
0

Cの暗所で3日間置床 した種子 (以下，置!来後 3EI日と

する ) を供試し て 分光測色計 (CM-3500d. MINOLTA) 

を用いて 3反復で測定した

試験E 異なるコーテイング、量が鉄コーテイング種子の

硬さと色に及ぼす影響

コシヒカリの活性化種子に還元鉄 90%と焼石'首 10%の

割合で混合した資材を乾籾重の等倍量. 0.5倍量， 0.1倍

呈をパン~!造粒椴でコーテイングして(以干等倍区. 0.5 

倍区 0.1 倍 I~: とする)試験を行っ た なお，コーティン

グを行わない灰を O情区(活性化都子)として設けた な

お.全区とも治iili'tで作l箱に 1cm程度の厚さとなる条件で

それぞれ 40日間保管した 試験は，コーテイング後 10日

おきに~"!-4回。各区の種子をサ ンプリン グして，湿った油

紙を敷いたシャーレ内に約 100粒入れ， 15t ・暗条件とな

る恒温機に置床 した 置床後 01:/自(サンプリン グ後シャ ー

レに置床しない)， 1 1:/目， 3日間 ，5 I::l目， 7 E/日. 10日

自にそれぞれ朋意したシャーレ内の種子を回収し試験 I

の方法に準じて各区の種子 1粒ずつの硬度 10点， 発芽率，

コーテイング種子水分をそれぞれ3反復調査した.さらに，
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第 ll;gl災なる1i¥;:!;j::f!LJ.i[およびコーテイング資材がコーティング後

Jrj 政 卜|数にドló う H(午の発去半に及[ます )ri~~J$~~

e :(催羽税子 巡;c鉄ム i刊七i化f)T(r- 還元鉄! 口 11ii芽

;j!f(子 過開計七カ Jレシウム コーテイング後.m~~H(子 :必元

J9，J)Zおよび1m非位子・過問主化カルシウム区は低i品2託子l条例で

保管し 活性化様子 ・還元JH~ は'市 {111の綱箱|人j で保科 し た

縦様は楳i¥主?と(n=3) 

コーテイ ンク、極干ーの平均発芽卜l数およ びコーティング種子

表面の色差 (L*a*b*表色系)については，試験 Iのプj法

に準じて行った，

幸吉 果

試験 I 異なる種子予措程度が鉄コーテイング種子の硬

さと色に及ぼす影響

巽なる俄芽桂J支およびコーティング資材がコ ーティング

後貯蔵H数に伴うifl1i子の発芽号、に及ぼす影響を第 11ヌ!に示

した この期間の活性化種子・ 還元鉄l交の発芽率は96.8

-99.2% と i高い発~~r4予を維持していた{催芽種子・還元鉄

区のこの!uj問の発芽率は， コーテイング後 20日目までは

96.8-98.0%と高い発芽率を維持していたが，コーテイ

ング後 25H目以降，コーティ ング後貯蔵日数の経過に伴っ

て急速に発芽率が低下 した また fR;非種子 -過限化カル

シウム区は。 コーティ ング後l!'J'蔵[/数の経過に伴って徐々

に発芽号、が低下する傾向を方、しコーテイング後 25円以

降は発芽Z容が90%i下j後 となった

異なる催芽程度およびコーテイング資材が種子の平均発

芽円数に及ぼす影響を第 1表に示したこの期間の活性化

種子 ・還元鉄区の平均発芽日数は 3.5-4.1E/の範囲とな

り。大きな変化は見られなかった. イ伴芽桂子 ・還元鉄区の

この期|日1の平均発芽日数は，活性化種子 ・還元鉄|互に比べ

てコーテイング後 201ミ!日まで、有意に短かったが，コーテイ

ング後 25日-30日間まで有意差は見られず。コーテイン

グ後 35日-401司自は有意に長かった また，催芽種子

過酸化カルシウム区のこの期間の平均発芽日数は.2.5-

3.0日であり。全区の中で最も短かった

異なるコーテイング桂子表面の色差の比較を第2表に示

した コーテ ィング翌日のL* (明度)は，催芽極子 -還

元鉄区が最も小さく .次いで活性化種子 ・還元鉄区となり，
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第 l表 異なる催芽程度およびコーテイング資材が極守の平均発穿日数に及ぼす影響

供試在~(子
コーテ イング後臼数 (EI) 5 10 15 20 25 30 35 40 

コーテ ィング資料 平均発好日数 (日)

催芽徹子 是正tJi;鉄 2.4司 2.8旦 3.3a 3.0b 3.2b 4.0b 5.1c 5.2c 

活性化佳子 還元鉄 4.0b 4.1b 4.0b 3.5c 3.6b 3.9b 4.0b 3.5b 

{催予Jミf重子 過般イヒカルシウム 2.6a 2.8a 2.9a 2.6a 2.5a 2.8a 3.0a 2.7a 

コーテイング後 5日おきに，湿った泌紙の入ったシャーレに約 100粒のコーテイング種子を置床後. 25t条件で 14~I 

lii]j!ii"t[宣して毎日発芽f，lMJlEを行い 置!ネ後日数を t. 日百uの発芽数を nとして 平均発安日数 (日)=エ (t.n)/Inとして

求めた 同一英文字は. I可ーHfi床上!の手!なるコーティング稜子間で 5%水準の有意差が無いことを示す('lukey法)

負(~ 2変 異なるコーテイング種子表而の色差の比較

コーティング桜子の種類
コーテイング翌日 n~t川、{炎 3 日目

Lミ a.. L* a半 bキ

{佳芳三干]f[子 . :ì~ずじ欽 27.8a 0.2a 3. :3a 21. 3b+ 1.8b+ 6.2bφ 

i舌也化種子 ・還元鉄 33.5b 7.2b 13.0b 17.2a+ 1.5b+ :1.7a十

1佐i芽fl草子 園過酸化カルシウム 66.3c 0.2a 13.6b 60.5c+ 0.5a+ 13.2c 

L"はl州立。 f とb*は色!支を表す コーテイング~!{~ 円 の似は 似芳一様子 還元鉄区およびiH¥芽極子-過間変化カル

シウム 区ではコーテイング351卜lまで低J佐治封保管したコーテイング種子を月Jいて，む!刊|化種子 ・泣先鉄区ではコー

テイング背後から将l箱」二でポJ1 cmの!享さで 1日間保包;したコーテイング峰子を用いて言hJ!lJした 世!木後 3R日の

伯は。穂子表而まで蒸奴JJくの入った状態としたシャーレを 15tのHE所で 3日間世床したコーテイング種子を川い

て計測した 同一英文字は.各調査日 の各色差について，呉なるコーテイング鶴子11¥1で 5%水準の-(.J)段差が1W.い

ことを示す (Tukeyi1J. + 対応のない t検定の市古来。 コーテイング型 1"1とi習J1:;後 31:/目の各コーテイング経子

の各色岩手|剖で 596水準の有意差があることを示す

催芽種子 ・過酸化カルシウム区が最もプえきかった. さらに，

催芽種子 ・還元鉄区および活性化郁子・還元鉄灰は 30前

後の値 (27. 8~33 . 5) を示したが，催芽種子 過酸化カ

ルシウム区は66.3と21音近い値となり，主夫コーテイング

種子に比べて著しく明るかったまた， 1佳芽穂子・還元鉄

区は活性化種子・還元鉄区に比べてどおよびb'!の値が有

意に小さかった(赤みと黄みが弱い) 置床後3日目の色

差では，全区ともコーテイング翌日に比べて1*(明度)

は小さく，有意に暗い色となった また，置床後 3日目の

Lキは，活性化種子・還元鉄区で最も小さく，次いで催芽

種子・還元鉄区となり， 1ili芽種子・過酸化カルシウム区で

最も大きかった さらに，催芽種子 ・還元鉄区および活性

化種子・還元鉄区は20前後の値 (17.2~21. 3)を示 したが，

催芽種子・過酸化カルシウム区は 60.5と3倍近い値とな

り，鉄コーテイング種子に比べて著しく明るかった また，

催芽種子-還元鉄区は活性化種子・還元鉄区に比べて b*

の値が有意に大きかった

硬度測定後のコーテイング種子の状況を第2図に示した

活性化種子・還元鉄区では， コーティング資材と種子が固

着しており，コーテイング資材と種子が一体化していたた

め，硬度測定終了時には割れた(破れた)種皮の問から匹

乳が露出する状態となった種子が多く確認された また，

催芽種子・還元鉄区も同様な現象が確認された 一方，催

芽種子・過酸化カルシウム区では活性化種子・還元鉄区に

比べてコーテイング資材と種子が必ずしも固着しておら

第 2I"SI ji更皮iJ!iJ定後のコーテイング種子の状況

左は活性化種子 ・還元鉄|ベ 右は催芽種子 過般化カルシウ

ム区 ともにコーティング後 10日目の種子を 15tのH音所に

[!hl=床後 1日目の状況を示す

ず，コーテイング資材のみ割れて測定終了となる種子が多

く確認された

異なるコーティング種子を供試してシャーレに置床した

後の日数とコーテイング種子の硬度との関係を第 3図に示

した コーティング後 10日目にサンプリングした後に置

床した条件についてみると，置床後O日目の硬度は活性化

種子 ・還元鉄区が最も大きく，次いで催芽種子・還元鉄区

となり，催芽種子・過酸化カルシウム区の値が最も小さく

なった また，置床後 1日目も O目白と同様の順となった

が，活性化種子・還元鉄区の値は大きく低下した さらに

置床後3日目から 10日目にかけては，催芽種子・還元鉄
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第 4図 置床後日数とコーテイング種子水分との関係

•• i雀芽種子・還元鉄，ム活性化種子 還元鉄I 口 催芽種子・過酸

化カルシウム 15tの暗所に置床したii在 縦俸は標準誤差 (n= 3) 

区および活性化種子・還元鉄区はほぼ一定に推移し催芽

種子・過酸化カルシウム区が最も低く推移する傾向を示し

た. さらに， コーテイングf表20日目 .30日目. 40日目に

サンプリングして置床した条件でもコーテイング後 10日

目にサンプリングした後に置床した条件と同様の傾向が認

められた

置床後回数とコーティング種子水分との関係を第 4図に

示した。 コーテイング後 10日目にサ ンプリングした後に

置床した条件についてみると 全ての区において置床後日

数の経過に伴って種子水分は高まった また，置床後 O日

目の種子水分は活性化種子・還元鉄区が最も低く，次いで

催芽種子・還元鉄区となり，催芽種子・過酸化カルシウム
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区の値が最も高く，この傾向は置床後 10日固まで認めら

れた さらに，コーティングf灸20日目， 30日目， 40日目

にサンプリングして置床した条件でもコーテイング後 10

日目にサンプリングした後に置床した条件と同様の傾向が

認められた

コーティング種子水分と種子硬度との関係を第 5[~[に示

した 全ての区においてコーテインク守種子の水分が低い場

合には硬度が大きく，コーテイング種子水分が高い場合に

は硬度が小さい傾向を示した その結果，コーテイング種

子水分と硬度との関係について催芽種子・還元鉄区では

-0.788，活性化種子・還元鉄区では 0.958，催芽種子・

過酸化カルシウム区では -0.784の 1%水準で有意な負の

相関関係が認められた

活性化種子を利用した鉄コーティング種子水分と発芽率

との関係を第 6図に示したコーティング種子水分が23
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第 6図 1活舌↑性生化穫子を利用した鉄コ一テイング

の関係

コーテイング量は乾籾重の等倍量コーテイングとし， 15
0

Cの

暗所に置床した値を示す
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第7図 置床後日数とコーティング種子硬度との関係

ム等倍企 0.5倍， .: 0.1倍， x: 0倍 15tの暗所に置床した値

縦棒は標準誤差 (n=3)
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ム 主事情。 &ー0.5倍.・ 0.11許 x : 0 f音 1S'tの暗所に置Jぷしたイ直.

縦様は標準鋲羨 (n= 3). 

-24%程度までは発芳一せず， 2μ4%J...:J以、上で

ほとどc発芽率が言高jまつ た

試験E 異なるコーテイング量が欽コーテイング種子の

硬さと色に及ぼす影響

異なるコーテイング量とした鉄コーティング種子の置床

後日数とコー ティ ング積子硬度との関係を第 7図に示 し

た コーテ イング後 10日目にサンプリング した後に置床

した条件についてみると 全ての区において置床後 O日目

が最も硬く， 3日目ま で有意に低下した後はほぼ一定の値

で推移した また1 置床後 O日目の硬度は，等倍区， 0.5 

倍区，0.1倍区，0 倍区間では有意な差がなく ，置床後 10

日固までの推移もほぼ同様に推移する傾向を示 した さら

に， コーテイング後 20日目，30日目 ，40日目にサンプリ

ングして置床した条件でもコーテイング後 10日目 にサン

プリングした後に置床 した条件と同様の傾向が認められ，

調査期間中，コーテイ ング処理問で一貫 した硬度の違いは

見られなかった

置床後日数と コーテ ィング種子水分との関係を第 8図に

示した コーテイング後 10日目にサンプリングした後に

置床した条件についてみると 全ての区において置床後日

数の経過に伴って種子水分は高まった また， 置床後 O日

自の種子水分は等倍区が最も低く.次いで 0.5倍区 0.1

倍区となり ，0 倍区の値が最も 高 く，この傾向は置床後 10

日目まで認め られた さらに，コーテイン グ後 20日目，

30日目ー 40日目にサンプリ ング して置床 した条件でもコー

テイング後 10日目にサ ンプリングした後に置床した条件
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第 9図 コーテイング穂子ぷ分と種子硬度との関係

ム等倍，企 0.5倍。 ・ 0.1倍 x: 0倍 15'tの暗所

に置床した値 判は 1%水準で有意であること を示す

と同様の傾向が認められた

コーテインク。種子水分と種子硬度との関係を第 9図に示

した 全ての区において コーテ インク守重子の水分が低い場

合には硬度が大きく， コーテ ィング種子水分が高い場合に

は硬度が小さい傾向を示した その結果，コーテイ ング種

子水分と硬度との関係について等倍区では一0.937，0.5 
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第 3表 突なる鉄コーティングi誌が種子の平均発芽日数に及lます影磐

コ ティング後B数 {日)

コ ティングift

等倍

。5倍

。l倍

。i音

5 10 

5.6 c 5.6 c 

3.6 b 3.7b 

3.4 b 3.6b 

2.7a 2.9a 

15 2o 25 30 

平均発芽日数(日)

5.1 c 5.3c 5. 1 d 4.9 c 

3.6b 3.4b 3.3c 3.4 b 

3.5 b 3.1 b 3.1 b 3.4 b 

2.6 a 2.4 a 2.3品 2.5a 

35 

5.1ι 

3.6 b 

3.5 b 

2.8 a 

40 

4.8 c 

3目 3b

3.1 b 

2.4 a 

言t験方itは第 1表の脚r.Eに準じてf=rぃ平均発予F日数を昔i算 した同一英文字は.同一置床日の異なるコ ティング続子i百lで 5%

水準の布意差が燕いことを示す (Tukey法)

第 4表

コーテイング量

等情

。5倍

0.11古

O 倍

異なるコーティング量とした欽コーティング種子表面の色差の比較

コーティング翌日

Lド a 

33.8 a 7.8 b 

34.8 a 7.9 b 

34.3 a 9.5 c 

58.9 b 6.6 a 

b* 

13.5 a 

14.3 a 

16.9 b 

29.7 b 

L* 

17.2 a' 

20.4 b ト

20.5 b" 

45.8 c+ 

i置床後 3日目

a" 

3.2 a+ 

4.1 b令

6.5 c+ 

9.4 d争

b不

5.5 a+ 

7.3 b+ 

8.4 c+ 

30.0 d 

L*は明度。 f とb*は色度を表す コーテイング翌日および置床後3EII'Iの値は，第2表の脚i:Eに準じて計

測した 同一英文字は，各調査日の各色差について。異なるコーテイング種子間で 5%水泳の有意差が無い

ことを示す (Tukey法) + 対応のない t検定の結果!コーテイングiiHと5床後 3日目の各コーテイング

種子の各色差問で 596水準の有意差があることを示す

倍区では 0.958，0.1倍区では 0.921. 0倍区では

-0.876の 1%水準で有意な負の相関関係が認められた

置床後日数とコーテイング種子の発芽率との関係を第 10

図に示した コーティング後 10日目にサンプリングした

後に置床した条件についてみると，全ての区において置床

後日数の経過に伴って発芽率が高まる傾向を示したまた，

置床後 5日自の発芽率は等倍区が最も低く，次いで、 0.5倍

区， 0.1倍区となり， 0倍区の値が最も高い傾向を示し

この傾向は置床後 10日目まで認められた さらに守 コー

テイング後 20日目， 30円目 40日目にサンプリングして

置床した条件でもコーテイング後 10日目にサンプリング

した後に置床した条件と同様の傾向が認められた
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異なる鉄コーティング量が種子の平均発芽日数に及ぼす

影響を第 3表に示した コーテイング後5日目にサンプリ

ングした後に置床した条件についてみると. 0倍区の平均

発芽日数が最も短く守次いで 0.1倍区， 0.5倍区となり，

等倍区の平均発芽日数が最も長かった さらにコーテイ

ング í~ 10. 15， 20. 25. 30. 35. 40 日目にサンプリング

して置床した条件でもコーテイング後 5日目にサンプリン

グした後に置床した条件と同様の傾向が認められた

異なるコーテイング量とした鉄コーテイング種子表面の

色差の比較を第 4表に示した コーテイング翌日の1*(明

度)は 等倍区，0.5倍区および0.1倍区間では有意差は

認められず. 0倍区との問でのみ有意差が認められた さ

らに，等倍区， 0.5供区および0.1倍区は 34前後の値(33.8

~34. 8)を示したが守 O倍区は 58.9と2倍近い値となり守

他の 31丘に比べて著しく明るかった また O倍区の b*は

29.7と他の 3区の値 (13.5~16. 9)の2倍近い値となり，

黄みが明らかに強かった 置床後3日日の色差では，全区

ともコーティング翌日に比べて1*(明度)は小さく.有

意に暗い色となった. また，置J~(後 3 自主l の L'; は等倍区

で最も小さく.次いで、 0.5倍区および0.1倍IRとなり， 0 

倍iヌ会で最も大きかった さ ら に 等 倍lぷ 0.5倍区および

0.1倍区は 20前後の値 (17.2~20. 5) を示したが O倍

区は45.8と2倍近い値となり.他の 3区に比べて苦しく

明るかったまた O倍IRのb';は30.0と他の3区の値(5.5

~8 .4)の3倍以 tの値となり 黄みが明らかに強かった

考察

1 異なる種子予措程度，コーティング資材，コーティ

ング量がコーテイング種子の硬さに及ぼす影響

本試験で異なる種子予措程度 コーティング資材を供試

して種子の硬度を調査した結果， 量!未前では活性化種子-

還元鉄区が最も硬く.次いで催芽種子・還元鉄区となり.

催芽種子 ・過酸化カルシウム区の値が最も小さかった(第

31支1) また活性化説子・還元鉄区では，置床後 O日目

から 11::1自にかけて急速に吸水して (第 41豆[).硬度も同

時に大きく低下し (第 3 図) 種子水分が 23~24%程度以

上となる条件で発芽が確認された(第 6図) これに相当

する置床後日数は置床後 3~5 日であり(第 4 図).その時

の硬度は催芽種子・還元鉄区とほとんど変わらない(第 3

IT{[) ことから.発芽時の鉄コーティング種子の硬度には種

子予措程度による差がないことが示唆されたさらに 全

区とも置床後日数の経過に伴って吸水が進み (第 4図)• 

コーテイング種子水分と種子硬度との聞には負の有意な相

関関係が認められた(第 5I:::?:[) ことから。鉄コーテイング

種子の硬さはコーティング種子の水分に起因することが示

唆された

本試験でコーティング量を変えた鉄コーテイング種子の

硬度を調査した結果，鉄資材のコーテイング比率を下げた

場合でも置床後の種子硬度の推移にほとんど差は認められ

なかった(第 7図) さらに，置床後日数の経過に伴って

11&水が進み(第 8図)，コーテイング種子水分と種子硬度

との問には負の有意な相関関係が認められた(第 9図)こ

とから.鉄コーテイング種子の硬さは鉄皮膜の厚さに起因

しないことが示唆された.

さらに本試験の結果，鉄コーティング種子ではコーテイ

ング資材と種子が固着することによって資材と種子が一体

化していること， また.過酸化カルシウムコーテイング干重

子ではコーテイング資材と種子が必ずしも固着していない

ため，鳥のついばみを想定してコーテイング種子外部から

力を加えた場合， コーティング資材の剥離が生じやすいこ

とが観察された(第2図) これに関して，鳥害に遭った

圃場では剥離した過酸化カルシウム資材の破片が比較的多

く観察され，還元鉄粉と過酸化カルシウム剤を混合して鉄

粉の混合割合を高めたコーテイングを行った場合，スズメ

についばまれたものの摂食されなかった種子の割合が高く

なったことが報告されている(松村・古畑 2007) 酸化第

二鉄は鳥に対する忌避剤として農薬登録されていることか

ら，スズメが摂食時に鉄粉を忌避した結果，鳥害回避して

いる可能性や過酸化カルシウムコーテイング種子における

資材の剥離のしやすさが鳥害を助長している可能性が考え

られたが， 実際の鳥害同避に|努してコーテイング種子の硬

さ，コーティング資材の剥離性や鉄資材の忌避的作用がど

の程度寄与しているかについては 今後国場試験で検証す

る必要性がある

2 異なる催芽程度，コーティング資材，コーテイング

量がコーテイング種子の色に及ぼす影響

本試験の結果，催芽種子，活性化種子では種子予措程度

は異なるが，鉄コーティング種子表面の L*はコーティン

グ翌日に 30前後，置床後3日目は 20前後となか有意に

暗くなった(第 2表) また.過酸化カルシウム区の種子

表面の L*はコーテイング翌日に 66.3. 置床後 3日目は

60.5となり，有意に晴くなったが句鉄コーテイング種子

表面の L';に比べて 3倍近い値となり 著しく明るい色で

あった これに関して，古畑ら (2009) は.欽コーテイン

グ種子表面の色差は，過酸化カルシウムコーティング種子

に比べて L*値(明度)が明らかに小さいことを報告して

おり.本試験でも同様の結果が確認された また，本試験

の結果 実字倍区 0.5倍区 0.1倍区の種子表面の L';はコー

テイング翌日に 34前後，置床後3日目は 20前後で、あった

一方，鉄コーテイングを行っていない O倍区の種子表面の

L*はコーテイング翌日に 58.9. 置床後3日目は 45.8と

なって鉄コーティング種子に比べて著しく明るい色であっ

たこと(第 4表)から，鉄コーテイング種子ではコーテイ

ング量の多寡に関わらずほぽ同じ明るさを示しコーテイ

ングを行っていない活性化種子に比べて明らかに暗い色を

していることが示唆された これに関して，鉄コーテイン

グ種子表面の色差は過酸化カルシウムコーティング種子に
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比べて土壌表面と似た色となるため，判別が困難となって

鳥害が生じにくい可能性が指摘されている(古畑ら 2009)

さらに，本試験の結果ではコーティング比率に関わらず色

差(第 4表)および硬度(第 7図)が同程度であったが，

鉄資材のコーテイング比率を下げた場合にスズメの被害が

発生する可能性があると報告されている(山内 2005b) こ

の要因については，コーテイング種子の色差および硬さと

は別の要因が寄与していることが考えられた

3 異なる催芽程度およびコーティング量がコーティン

グ種子の発芽に及lます影響

本試験で異なる種子予措程度とした鉄コーテイング種子

の発芽を調査した結果，催芽種子-還元鉄区は活性化種子・

還元鉄区に比べてコーテイング後 20日目前後までは明ら

かに平均発芽日数は短く(第 l表)，同程度の発芽不(第

1図)となったが，それ以降は発芽率が低下し(第 1図)，コー

テイング後 35日目以降は明らかに平均発芽口数が長く

なった(第 l表) 一方，活性化積子を利用した鉄コーテイ

ング種子ではコーティング後 40日間の範囲では発芽率の

低下は認められなかった(第 l図) これに関して，活性

化種子を利用した鉄コーテイング‘種子で、は室温で、は 1年，

低温条件ではさらなる長期保存が可能であるとされており

(LU内2004).本試験でも催芽種子利用に比べて活性化種子

利用による発芽能の長期維持が確認された

本試験でコーティング量を変えた鉄コーテイング種子の

発芽を調査した結果，発芽率は O倍区 0.1倍区 0.5倍区，

等倍区の)11買に高く推移した (第 10区1) また O倍区の平

均発芽日数が最も短く，次いで 0.1倍区.0.5倍区となり，

等倍区の平均発芽日数が最も長い傾向を示した(第 3表)

これに関して， コーティング比率が高い場合には発芽が遅

れ， コーテイング比率が低い場合には発芽が早まることが

既に報告されている(山内 2005b) また鉄コーテイング

直播栽培では表面播種が前提とされている 本試験の結果

およびこれらの報告から， コーテイング比率を下げた場合

に欽コーテイング種子の発芽が早まり，落水した圃場にお

いて表面播種された種子の早期の芽生えが鳥の食害を受け

てしまう可能性が考えられたが，これについては今後圃場

試験で検証する必要性がある

これまで湛水土中直播栽培で出芽 ・苗立ち向ヒさせる要

因について，単一品種 (古畑ら 2006)や複数品種(古畑ら

2007) を供試した結果，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あることから，出芽を早めること

によって最終的な出芽・苗立ちが向上することが明らかと

なった 鉄コーテインク守湛水直播栽培は表面播種で、あるこ

とから，鉄コーティング種子の早期の発芽は早期の出芽と

なり，出芽・苗立ちの向上に結びつくと考えられるが，出

芽を早める目的で鉄コーティング種子に催芽種子を利用し

た場合，活性化種子を利用した場合に比べて出芽 -苗立ち

が早まって出芽-苗立ちが向上するものの 1 低温条件では

過酸化カルシウム剤コーテイング種子に比べて出芽・苗立

ちは明らかに遅れ，最終的なl:f:'1芽・百立ち率は低下して初

期生育量は小さいことが報告されている(古畑ら 2009)

これらの報告は寒冷地における鉄コーテイング種子の早期

出芽の限界点を示す一方で 今後，鉄コーテイング種子の

鳥害回避要因の詳細が明らかになることによって，鳥害回

避効果を発揮しながら出芽・苗立ちを早めて出芽-苗立ち

を向上させるコーテイング資材の開発が可能となるかもし

れない.

以上の結果，鉄コーティング種子ではコーティング資材

と種子が固着することによって資材と種子が一体化してい

ること，一方.過酸化カルシウムコーティング種子ではコー

ティング資材と種子が必ずしも固着していないため，鳥の

ついばみを想定してコーテイング種子外部から力を加えた

場合，コーテイング資材の剥離が生じやすく種子硬度も小

さくなることが観察された また，鉄コーテイング種子の

硬さはコーティング種子の水分に由来し，鉄皮膜の厚さに

由来しないこと種子の硬さは播種後，発芽前の吸水に伴っ

て急速に失われることが示された さらに，コーテイング

比率を下げた場合，鉄コーティング種子表面の色差と種子

の硬さは同程度となる一方 発芽が早まることから，落水

した圃場において表面播種された種子の早期の芽生えが鳥

の食害を受けてしまう可能性が示唆された
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Hardness， Color and Germination Characteristics of Rice Seed Iron-Coated to Avoid Bird Damage-Seed Pretreatment， Type 
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Res. Cenl. Hokw'i/m Res. Cent・，]oetS1l943-0193， jajJaイIFacul.り"0/ Ag?1culture， Tokyo Univel苫ity0/ Ag?iculture制 1ech.nology) 

Abstract : The effect of diffcrent seecl pretreatment， coating materials， ancl amounts of coating materials on harclness， 

germination characteristics ancl color of coatecl seecls were e¥叫uateclto clarif)' how each factor contributes to protect the seecl 

fi'om bircl clamage. The coating material of iron-coatecl seecl was more closely adherecl to se巴clthan that of peroxide-coatecl seecl 

making it difficult to flake off， ancl the iron-coated secd was velγhard. The hardness of iron-coated seecls was not clue to the 

thickness of the iron film， but to seed moisture， ancl was suggested to decrease rapidly along \\~Ùl ¥、raterabso中tionby the seecl 

before germination. Decreasing coating ratio o[ iron material dicl not alfect the color and harclness of the coatecl seecls but 

hastenecl germination. Therefore it is suggested that thinly iron-coatecl seed germinated early after drainage in ule field is prone 

to be clamaged by bircls. 

Key words : Bircl clamage， Color difference， Germination， Hardness， Iron-coated seed， Rice， Seedling eSl<'l.blishment， Submerg巴d

direct seecling. 
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