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11'<.稲日印交雑品種の生育特性と多収栽培法

今林惣一郎・真鍋尚義・吉城斉 A

近年、日印交雑水稲品種の多収性については多く

の報告I•2 ・：1）がなされているが、多収牲を示した日 E[J

交雑品種iまいずれも極短拝の穂重型であり、日本揺

l乙比べて、受光態勢が勝っており、乾物生産能力4)

が高い乙と、 nf当り籾数の確保が容易で、籾わら比

が高い乙と等の特性を有している乙とが明かにされ

ている。しかし、一方では耐冷性が劣ることにより

生じる登烹W寺の葉の黄化、枯｜了。り、あるいはr!M病害

虫抵抗性（特にいもち病）等の問題が指摘されてい

る。

筆者らは日時交雑品種の本祭での適応性と多収栽

培法を明かにするため、すでに多~又性が実証されて

いる数種の品種令m~ 、て、 1980 年～ 1983 年の 4 カ年

にわたり場内及び現地において、移植時期、施肥法、

水管理技術等について検討を行った。その結果、 」

比；の結論が得られたので、その概要を報告する。

試験方法

1980年筑紫野市七主宰（！日農試水田）、 1981年～

1983年は筑紫野市古木、当場第37]<.出で実施した。爵

場条件・土壌は河成土佐積、花こう：有質・＊旧＠灰

色土壌・壌土製（SL/SL）、排水中～やや良、生

産力［~！位。ただし、第 37]<.悶は基盤準備後第 2 作白

から試験を開始したため、排水がやや不良で、地プJも

劣った。そこで、 1983年は大ロ.2作後に冬期休閑

し、堆きゅう肥施問、 15cm耕起等により地力増強を

図った水出で実施した。供試品種及び移植期、施肥

法は第 l表のとおりであるが、苗はさ葉市（播極量

150g／和）を汗弘、栽拍手告度は条間を30cm、株f現在日

cm (22.2株／nf）として、 1株4本を手植した。試

験の規岐は 1区20nf0t, 2区制。また、現地での

適応性を検討するため、 1981年～ 1982年6カ所（実

施j詰所はιt！験結果lζ記載）、 1983年は2カ所で試験

を実施した。供試品種は場内で供試した品椅の外lζ

アノレボリオJ10981年のみ）を加えた。施肥法は場

内試験に準じて行ったが、移相時期（ 6月中旬～6

月下旬）やその他の栽培法は現地のt雲行に従った。

試験の規模は 1品種0.5 aJ/JJ~ ， 2反擾とした。

第 l表供試品種及び移植期＠施肥法

1980 1981 1982 

絡協23号 A＜原258号 7)<.!Ji¥2臼サ
来 敬 絡協23iナ アケノホシ

移値ll!iJザJI 6 JJ 2 Fl 5JJ20il 
Ji;J;t,: 6 Jl 4 ll 

6J]19↓｜ 
6 JJ19 Fl 

施肥量｜ 多肥（20) 襟肥（15)

極多肥（25) 多肥（20) i日＂）Ir:
極i多肥（25)

注） CD 19伝l"FI土1982｛！＇・と Iiぽfri]l::( 郊台差是67号普段式）であるが、
5 )]2011主主で水管理法を検言、；。

②上ヒ絞，＇，！，禄は各年次ともトヨタマ。

結果及び考察

1.供試品種の主な生育特性と本県における適応性

供試した日印交雑品種は早生～晩生に属し、比較

品種のトヨタマより早熟なものが多かったが、移植

時期が遅れた場合、水原258号では出穂・成熟期が

トヨタマと逆転する現象がみられた。水原 258号、

密！場23号はトヨタマjζ比べて、初期生育が旺盛で穂

ぞろい期までの生育は勝り、 1茎当りの生育も良好

で葉身は直立し、 LC葉も大きく乾物生産l乙有利な草

型を示したQ そのため、場内試店会ではトヨタマに比

べてかなり多収となった（第 1図）。しかし、主主熟

郊に低温lζ通過した場合、葉枯れが多発することや

紋枯病の発生やイネヨ卜ウの食害が多く耐病害虫抵

抗性が劣るため、特に移植時期の遅れた現地では多

i出生を十分に発揮することができなかった（第 2

母）。

なお、各品種の形態、本田における生育特性、そ

の他栽陪｝：の問題点は次のとおりであった。

アルボリオJI ：早生の早。苗長が長く、草丈も

高いが、茎数、秘数は少なし、。梓は太いが長押であ

るため倒伏lと弱い。大粒であるが、籾数が少なく低

収。現地のみの検討であったが、茎数、穂数が少な

く、しかも倒伏し易く低収であった。本県における

普及性はないと判断される。

密i湯23号：中生の早。穂重型。葉身は隔が広く
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持i陽23け 水D!¥258i} アケノホシ

品 手議

第 1凶 10 a当り粗玄米重対襟準品種比率（場内）
注 ①校、当li1¥/1稀 ｝ヨタマ

②〈 ）内i土lOa千iり＊ll玄米議

,<'.l 1wt A川，，；」 HJ＇.＇、Q事

＇~：；if ？〈；診韓議：
i1i ::;t 今
：［；事i

l 
アノレボリオ .T1術院l'.!:I15・ 水叫12511'｝アケノホン

1'11'1 料

fl'j2［ヌ110 a 'ul り 111玄米1ft：対十票当l'.r'11'1 稀比~＋＼ （現地）
J十①標準品種 トヨタマ

②（ ）内はlOa当り相l玄米主
③試験Ck施場所＜191l2in ’筑紫野市、太刀訪1;111r

府i築田l、 一i猪lllf、北九州市、行機iii

直立し受光態勢が良好。穂数は少ないが、 l棟、籾数

及び：単位面積当り総籾数はトヨタマに比べて、かな

り多い。長粒種で千粒重もやや重く、多収性を有し

ているが、脱粒牲が極易でコンパイン収穫の擦にか

なりの鋭粒がみられており、また成熟期認から挫折

倒伏がひどくなるので、本県での普及性はないと判

断される。

来敬： i:j:J生。 1980年のみの検討であったが、密

陽23号lζ類似。さらに短稗で草姿は良好で、ある。し

かし、 1980年は幼穂形成期～出穏期の低温により不

受精籾が多発し、他の品種lζ比べて収量が劣ったた

め、百エt験は l年で打切った。

水原 258号： r:!CJt主の娩。穂重型。極短秤で倒伏

lこ強い。トヨタマlζ比べて、穂数はやや少ないが穂

長が長く、 l穂、制数、 rrf当り籾数は多かった。農業

み間銀誌における栽培では最も多収であったにもかか

わらず（第 l凶）、現地ではその特性を卜分i乙発揮

することができなかった（第2図）。これは移植期

がおそいなどのため、低温による夜熟不良をきたし

たほかに土培の過湿、過乾、異常還元等の不良条件

に対しでも適応性が低いためではないかと思われ

る。極短稗のため、コンパイン収穫が困難な乙とが

あり、また、いもち病に対する抵抗性が非常に小さ

いこと会考えると、標準移植期の箱~t-1内では普及性

はないと判断される。なお、＊立形は日本稲と同じで

あり、脱粒性はやや易であった。

アケノホシ：早生の晩。穂重型、科は太く、 1茎

当りの生育は良好であるが、耐倒伏性がやや劣り、

成熟ムラがあり登熟がやや劣った。支た、紋枯病も

発生し易い。粒形は日本稲lζ近い。 ii主生種である

が、トヨタ －＜Iζ近い収浸性があるので、早生種の多

収品種として省望である。

合農67J,j：晩生。出認知はトヨタマとほぼ同じ

であるが、 j高素＼WJは4～5口遅かった。茎数、穏数

が少なく、 j之手苧で

ないと三ドt断：：：＇：＇れる O しかし、 1茎当りの生百がおう

盛であり、 WI熟期の会議は供試品種の1pでjえも重い

ことから、故実用品料としてよりも、むしろホール

クロップサイレージ別品種として適していると考え

られる。

2.多収をあげるための栽埼条件

1 ）移植時期

水原258号は移植期～／］：＼穂期までの日数が約 80日

程度の場合に最も多収となっており（第3関）、移

植時期がさらに早い5月20日i'il'！では6月l：旬植に比

べて、茎数、穂数は多くなるが過繁茂となり、紋枯

病等の多発により収量地への効果はみられなかっ

た。一方、 6月20El植では、！協定、までの日数が短か

く、生育量が不厄することや、出稼期が遅いため登

熟期iζ低j由乙遥遇しやすい等の点から、移植j盛期は

6月土台］と考えられる。

また、孫，4）手塚 5）らは日Erl交雑品種は日本揺に

11 I ii 川わ｝問•12.r 2.:1 

：：~I I ... / J二句8~· －，！l 
干llsoot Jひ／，可門I / I Q口 J

~ ,,,J ri＂＇： 甲.~－~·＼
~ I メ；；＿； i附j川 I州 i

州事 ／、 中。Q ~ ；；~~ ',::':" ノ，、” 0- Q ) 

I 帥品川1191111•. 

'-4'寸？一一一一一一古一一一一一寸了間工→
f事布／(j.；～：1：や1ltまでの II数（｜｜）

第3［刈移fli［後～Ill穂までの 11数と収量
IJ: ①叶内、，：：，種は;J<.)Jj¥258'1
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第 2表穂ぞろい期～成熟期の乾物生パ（1981年〉 第 4表 水管理と収を及び収堆構成要素（1983年）

全乾物亘Ig/,. f'l＼＇霊 （gjn{) ，，，究増IJiH1tlg/o出

品機・例長期ト一一一一一一一一一
I II I fI 11 

7)<.}Jl(Z58号・ 6月 311 1195 1691 lサfi 978 782 

トヨタマ－ II I 1038 1379 115 704 589 

tt)l 穂ぞろい期 II ・／，主熱WI

比べて、乾物生産の面からそのさ2収性を明かにした

が、本試験の結果も同線に、 7}',ft;i258号はトヨタマ

i乙比べて、穂ぞろい期以降のi吃物増加濯が多く、し

かも穂受増加治が大きいこと（羽 2K）が多収性の

主因と考えられる。また、早1t1'fではその傾向が強

かった。

2）施肥法

水原 258-lラではつなぎ肥施用により穂数、籾数が

増加したが、登熟歩合の低下（データ略）により収

量は多肥と！帯型支となった。主た、場内、現地とも

実挺施｝与による増収効果はみられなかった〈第 3

表）。

以上の乙とから、水原 258号の脆肥法としては 10

a当り窒素成分kgで基肥10、第 1＠穂肥5、第2匝｜

倒i巴（第1同欄j町包1干j後10円） 5、合計20臨度で十

分であると考えられる。

第 3表施肥法と収量

試験

J;!;H受

rrf、うつ a ''1り

穏数 事i玄米重
話
世 i泌 総 量

本 kg 

1()ー o-5-5 I 411 79.:l 

Aくか；（258り
10 -2 - 5 5 I 429 79.6 

場内
1(トo 5 5 5 I 382 77.q 

（比）
1()--() 5 5 I 424 67.5 

トヨタマ

356 60.9 
水島；（258).i・

J_hl；也 10--0 5 5--5 349 58.3 

トヨタ7 i o -o 5 s I 392 62. 6 

沌） ①場内1982｛ド 6Jj 4 II h也、現地19821ド5ヵ所の平均航。
② 施Ill'.:時期（ぷ肥つなぎ肥寸断I'.:1…秘肥2 3た！肥）

3）水管理

1983年 5月初日植のみの検討であったが、水管理

標準区l乙比べて、間断かんがい区は籾数が増加した

場合でも登禦ゼ歩合の低下が少なく、子粒重が重かっ

たために増収した（第4表〉。なお、間断かんがい

の効果はトヨタマに比べて、氷点 258号の方が大き

十一一

1¥11 稀・水管J'!!
i 'iり rrf＇切り 主主熟 a "Iり

干ホJ:M'I
穂数：依i数 歩合 。＝判玄米重

ぶ×rnr粒% g kg 

水原標 準 I399 477 53.8 22. 7 79.9 

2.18号・間断かんがい 419 468 62.3 23.1 83.9 

(J;ヒ）・袴 司i 437 436 53. 7 23.1 66.l 

トヨ7マ.i:ll断かんがし a 437 419 57.9 23.1 68.8 

かっfL：。

4）その他の品種における多収栽培法

早！生品種として有望であったアケノホシは、移植

時期が早くなるにしたがって、穂数が増加し増収す

る傾向がみられた（第5表）。しかし、その差は小

さく、水原 258号のような早植の必要性はないよう

に考えられる。これは、早生種であり、 f也の日印交

雑品訟にみられた低議による登熟低下が少なかった

ことによるものと思われる。

また、施肥量は 7-0区lζ比べて、基肥増愚区及

び柚肥増量区はいずれも倒伏程度が大きくやや減収

している（第6表）ので、県内の一般的な強碍多収

品種と同程度の施肥震でよいと考えられる。

なお、アケノホシの場合は倒伏に弱し、ために単な

る増肥により倒伏を助長することのないよう情意す

ることが大切である。

第 5表 移植U~d坊と~叉革命

移梢時期 ｜ 総rn''''r数り ni>l'rり a "Iり
rl'i 傾

初数 *1l玄米重

ノド ×11111約 kg 

387 416 69.3 

331 426 65.4 

322 371 65.0 

第 6表 ）応肥髭：と収量；

r'1111 f!f¥ 脆 Ill'!量 I'.',r ''" a、＇Iり 例伏
組玄米重 税L支

kg 

アケノ 374 59.5 4.5 

ホシ 10--0-5-5 348 57.8 4.5 

3.5 

主主）
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摘 要

日印交雑水稲品種の本県における普及性委明かに

するとともに、その多収栽店法を確j＂［するため、場

内及び現地で試験を実施し次の結果を得た。

1 .供試した日印交雑品種のうち最も多収となっ

た品種は水原 258号であり、日本稲の多収品種トヨ

タマより平均して約 10%以i夕刊文した。水原258号

のさユ収栽培条件としては、移;fttl:時期は6月｜二旬、施

1担当（害支J成JJkg/10 a）は基肥10、第1[iJ開制巴5、

第2同穂lll:.:5、水管理はヰ1＋し後間断かんがいがあ

けられる。

2. 日f.[J交雑品種は日本；稲に比べて、葉が直

し、受光態勢が良好であり、乾物生産特性が勝れて

いるが、耐倒伏性、脱壮｜生、 lffit病害虫抵抗性、低温

条件下でのどま熟性等栽培にあたっては、なお多くの

問題が残されており、アケノホシを除いては普及性

はないと考えられる。

3.国内で育成されたFlr:n交雑i§~種アケノホシは

早生種であるにもかかわらず、トヨタマと同程度の

収量性を示しており、 lj］熟多収品種として、実用性

が認められる。栽j書法二としては標準植で、施肥法

（宅：案成分 kg/10 a）基）Ji::7、第iru:r穂肥3、第

2 ［司穂Ill::2 で十分である。なお、佐~伏lζ弱いので、

それ以上の多肥栽培はさける。

4.今後、組多収品種としては水際 258号のよう

な多収性を有し、しかも本県の環境条件に適した品

種の育成が必要である。
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Growth and High四 YieldingCultivation of 

Japonica-Indica Hybrid Rice 

Souichirou lMABAYASHI , Hisayoshi MANABE and Seiichi KOJO 

Summary 

引1isexperiment was carried out in oτder to establish techniques to increase yield and clarity the 

adaptability of Japonica Indica hybrid rice in FUKUOKA Prefecture. Tho r巴sultwer日 asfollows. 

1 .‘ SUWEON No. 258’was the highest yielding rice among the varieties investigated. Its yield 

was 10 % higher than that of 《TOYOTAMA’whichis a high目 yieldingJapanese variety. The follow 

ing conditions are necessary for getting a high yield of 'SUWEON NO 258’： 1 ) transplanting time 

must be early June, 2) basal dressing of N must be 10 kg/10 a, 3) top dressing of N must be 5旬／lOa

for the first and second ear maturing period, 4) int巴rm1ttentirrigetion is necessary mid summer drinage 

for water contr。1.
2 . Japonica-lndica varieties, except ‘AKENOHOSHJ’， wore found to be unsuitable for FUKU-

OKA Prefeture, because they had weak point in lodging, disease and grain shedding re日istance,and low 

temperature ripening. 

3 . 'AKENOHOSIII’bred in Japan, was practicable as an early high-yielding variety. High 

yrnld of ‘AKENOHOSHI’wa日 obtainedin the following conditions: 1 ) the transplantig time w乱S

,July, 2) then amount for basal dressing was 7 kg/10 a 3) the N amount for top dressing in th巴 first-

ear maturing period was 3 kg/10 a, 4) that in the second ear maturing period was 2 kg/10 a. 
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