
全量基肥肥料による「コシヒカリ」の白未熟粒発生抑制
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近年、愛知県のコシヒカリ栽培では、背白粒、基部未熟粒などの白未熟粒が多発し、摘要：

外観品質の低下が問題となっている。白未熟粒の発生要因は登熟期の高温のほか、登熟期

以降における体内窒素含有率の低下が指摘され、追肥による軽減策が試みられている。し

かし、本県で広く普及している全量基肥栽培では追肥の導入は困難であるため、登熟期の

肥効を高めた配合肥料を試作し、白未熟粒の発生軽減効果を検討した。

現在流通している肥料（速効性肥料：リニア型40日タイプ被覆尿素肥料：シグモイド型

80日タイプ被覆尿素肥料＝2：3：5）に比べ、生育後期に窒素肥効を高めた肥料（速効性

肥料：リニア型40日タイプ被覆尿素肥料：シグモイド型100日タイプ被覆尿素肥料＝1：1

：8）を施用することにより、白未熟粒の発生を軽減することができた。ただし、生育後

期の窒素溶出量が増加するため、玄米タンパク質含量は高くなる傾向が認められることか

ら、過剰な施肥は避ける必要がある。

：コシヒカリ、高温登熟障害、白未熟粒、全量基肥施肥、葉色キーワード

Control Method of White Immature “Koshihikari” Grain
at Non-split Fertilizer Application

SUGIURA Kazuhiko, INOUE Katsuhiro, NONOYAMA Toshihiro and HAYASHI Motoki

Recently, the decrease in the quality of grain becomes a problem in theAbstract:
Koshihikari cultivation in Aichi Prefecture. The brown rice quality decrease is
occurrence of the white immature grain like back white grain and base immature grain.
Occurrence of the white immature grain factors are decrease in the stalk nitrogen
content and high temperature since ripening period. So, the white immature grain
reduction plan with the additional fertilizer is tried. Therefore, the fertilizer that
improves elution at the ripening period was made for trial purposes because the top
dressing was difficult in the non-split fertilizer cultivation in this prefecture, and the
effect of the occurrence reduction of white immature grain was examined. Fertilizer that
improved nitrogen response at growth latter term (the ratio quick-acting fertilizer:
linear type coated urea of 40 days: sigmoidal type coated urea of 100 days=1:1:8) was
able to reduce the occurrence of white immature grain more than fertilizer of habitual
fertilizer (the ratio quick-acting fertilizer: linear type coated urea of 40 days: sigmoidal
type coated urea of 80 days=2:3:5). However, it is necessary to avoid excessive manure
because the content of the brown rice protein rises for the nitrogen at the growth latter
term increases.
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緒 言

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）における第4

次評価報告書では、最近12年（1995～2006年）の世界

の地上気温は、1850年以降で最も温暖であるとしてお

り、気候システムの温暖化には疑う余地がないと明言

している 。折しも2007年8月16日には日本最高気温の１）

記録が74年ぶりに更新され、岐阜県多治見市、埼玉県

熊谷市では40.9℃を記録した。この様に、今後水稲の

登熟期に異常高温が頻発する事態となることが予想さ

れ、こうした高温は水稲の生育、収量ひいては品質に

甚大な影響を及ぼすと考えられる。特に高温による品

質低下は、全国的にも問題となっており、西日本だけ

。でなく東北地域でも報告されるようになってきている２）

登熟気温が26℃以上になると品質は低下するといわ

れているが 、東海地方の平坦部は、全国的にみても３)

夏期の気温が高い地域であり、出穂後20日間の平均気

温が28℃を上回る年次もあると報告されている 。愛２)

知県の場合、登熟期が7月下旬から8月上中旬と最も気

温の高い時期にあたるコシヒカリ栽培において白未熟

粒増加による品質低下が問題となってきている。特に

2001年以降は1等米比率が40～50%台と低迷し（図１ 、）

早急に対策を講じる必要性に迫られている 。４)

高温により発生する白未熟粒は、白濁の部分により

乳白粒、背白粒、基部未熟粒に分類されている。乳白

粒は過繁茂による籾数過多との関連が深いといわれて

いる 。また背白粒、基部未熟粒は乳白粒に比べ気３，５)

温への依存度が高いといわれているが 、登熟期の窒６)

素栄養凋落も一因であるとの指摘があり 、穂肥施用７-９)

時期を慣行より遅らせたり、増肥したりすることによ

。 、り品質向上効果が認められた報告がある このため10)

白未熟粒を減らし整粒歩合を向上させるには、生育前

半の過繁茂を抑え、登熟期に十分な窒素施肥を行う施

肥体系が有効であると考えられる。しかしながら、本

県では省力化の観点から全量基肥肥料が広く普及して

おり、追肥による後半肥効の増強対策を導入すること

は困難である。従って、被覆尿素肥料を用い生育前半

の肥効を抑え、かつ生育後半の肥効を高めた肥料を用

い、コシヒカリの白未熟粒軽減効果を検討したので、

その概要を報告する。

材料及び方法

１ 試験場所、試験年度

試験は愛知県農業総合試験場作物研究部水田利用グ

ループ内ほ場で 2005 2006年に実施した 土壌は 細、 、 。 「

粒黄色土斑紋あり」である。

２ 耕種概要

品種はコシヒカリを用いた。供試した肥料は表１に

示したとおりである。試作肥料は、生育期の高温によ

、 、る過繁茂を抑え 登熟期の肥効を高めることを目的に

窒素肥料配合割合を速効性肥料：LP40：LPSS100＝1：1

（ 、 ） 。 、：8とした配合肥料 以下 改良肥料 を用いた また

対照として、本県でコシヒカリ用全量基肥肥料として

流通している配合肥料（商品名：側条エース、以下、

慣行肥料）を用いた。施肥法は側条施肥とした。

試験は地力の異なる2ほ場で行い、低地力ほ場では

2005、2006年の2ヶ年、高地力ほ場では2006年の1ヶ年

。 。行った 各ほ場の土壌分析結果は表２のとおりである

、 、移植時期は2005年は4月26日 2006年は4月27日に行い

栽植密度は21株/㎡とした。施肥窒素量は、低地力ほ場

では5kgN/10a、高地力では4kgN/10aとした。

３ 調査方法

(1) 気温

気温は作物研究部水田利用グループほ場内にある気

象観測装置で測定したデータを用いた。また、平年値

は1971年から2000年までの30年間の平均値とした。

(2) 茎数・葉色の調査

10株ずつ2ヵ所調査し、葉色はミノルタ製葉緑素計SP

AD－502で測定した。

(3) 収量・収量構成要素

収量調査のための刈り取り面積は約2.4㎡（1条10株

×5条 、登熟歩合、1穂籾数、枝梗調査は生育の中庸な）

3株を用いた。いずれの調査も各区2ヵ所ずつ行った。

(4) 品質調査

外観品質はサタケ製穀粒判別器RCQ110にて判定し、

図１ 愛知県におけるコシヒカリ

1等米比率と登熟気温
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、 、 。乳白粒 基部未熟粒 腹白粒の合計を白未熟粒とした

玄米タンパク質含量はニレコ製近赤外分光光度計6500HON

を用い測定した。

試験結果

１ 気温の推移

2005年の平均気温は、5月中旬はやや低かったものの

その後は平年より高く推移した（図２ 。特に7月中旬）

以降、最高気温は平年を上回る日が続いた。2006年に

、 、ついては 移植直後の4月下旬は気温が低かったものの

その後は平年並みかやや高めに経過した。2005、2006

年ともコシヒカリの出穂期となる7月下旬以降の気温は

高く推移し、高温登熟障害を助長しやすい気象条件で

あった。

２ 被覆尿素肥料の窒素供給パターン

今回用いた肥料について、2006年における被覆尿素

肥料の窒素供給量を北村らの方法 に従いシミュレー11)

ションした（図３ 。改良肥料は速効性肥料及びLP40の）

配合割合が少ないため、幼穂形成期までの窒素溶出量

は極めて少なかった。また、穂肥に相当するシグモイ

ド型被覆尿素肥料からの窒素溶出は改良肥料が5日ほど

。 、 、遅れた 窒素溶出量のピークは 慣行肥料が7月5日頃

改良肥料が7月10日から15日頃となった。7月中旬以降

から登熟期間中は改良肥料の窒素溶出量が多かった。

表１ 肥料の配合割合

図２ 半旬別平均気温及び最高気温（2005、2006年）

図３ 被覆尿素肥料の窒素供給パターン(2006年)

肥料名 配合割合 肥料 成分

改良 肥料 速効 性肥料： LP4 0： LP S S1 00＝１：１ ：８ Ｎ -P2 O5- K2 O＝ 2 0 %- 9% -1 2 %

慣 行 肥料 速効 性肥料： LP4 0： LP S 80＝ ２：３： ５ Ｎ -P2 O5- K2 O＝ 2 4 %- 13 %- 1 0%
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表２ 土壌分析結果

(乾土100ｇあたり)

３ 茎数、葉色の推移

茎数は、生育前半の窒素溶出量が多い慣行肥料で初

期生育が旺盛で 最高分げつ数は600本/㎡を超えた 図、 （

４ 。葉色については、6月下旬までは肥料による差は）

認められなかった。その後7月上旬から徐々に改良肥料

の葉色が高くなり、8月初めにはSPAD値でおよそ3程度

培養
窒素量

全炭素 全窒素 C/N

(mg/100g) (%) (%) (%)
高地力ほ場 2.30 1.70 0.17 10.1
低地力ほ場 0.84 1.30 0.12 10.7
注：生土 30℃、４週間湛水静置培養法

の差が認められた。登熟中期である8月10日においても

慣行肥料に比べ葉色は高く推移した（図５ 。）

４ 収量、収量構成要素

稈長、穂長、倒伏程度については、肥料による差が

なかった。改良肥料の有効茎歩合は高かったが、穂数

は少なく、㎡当たり籾数も少なかった。しかし、千粒

重は大きく、登熟歩合も高かったため、肥料による収

量差は認められなかった（表３ 。）

５ 品質

改良肥料は乳白粒、基部未熟粒が減少し、白未熟粒

の発生は抑制された。しかし、玄米タンパク質含量は

高くなる傾向が認められた（表４ 。）

図４ 茎数の推移(2006年) 図５ 葉色の推移(2006年)

表３ 収量及び収量構成要素

表４ 品質調査結果

図６ 肥料による1次枝梗籾割合

試験区名 出穂期 稈長 穂長 穂数
有効茎
歩合

倒伏
登熟
歩合

精玄米重
同左
比率

籾数 千粒重

月日 cm cm 本 /㎡ % % kg/a % 千粒/㎡ g

改良肥料 7/21 88 19.3 409 71 1.4 85 56.2 99 31.2 21.3

慣行肥料 7/21 88 19.4 435 67 1.5 81 56.8 100 33.2 21.1

注：データは2005、2006年の平均
　　倒伏程度は0（無）～ 5（甚）の6段階で評価

試験区名

改良肥料 50 * 19 * 6 * 11 2 7.9 **

慣行肥料 43 25 8 14 3 7.4
注）*は５％水準、**は１％水準で有意。

　　データは2005、2006年の平均。

　　整粒歩合はサタケ製穀粒判別器RCQ110による。

　　玄米タンパク質含量はニレコ製近赤外分光光度計による。

整粒
白未熟
粒

％

玄米
タンパク
質含量

％ ％ ％ dry％

乳白
粒

腹白
粒

白未熟粒内訳

％

基部未
熟粒



103 愛知県農業総合試験場研究報告第40号

図７ 枝梗別品質

注）上記分類以には胴割粒、その他未熟粒などがある。

図８ 白未熟粒割合と穂揃い期葉色(2007年)

図９ 白未熟粒割合と玄米タンパク質含量

６ 枝梗別の品質調査結果

1次枝梗籾割合は、慣行肥料に比べ改良肥料は1次枝

梗籾割合が高かった（図６ 。また、枝梗別の品質は、）

2次枝梗に比べ1次枝梗は乳白粒、基部未熟粒の発生が

抑制され、整粒歩合は高かった（図７ 。また、枝梗別）

の白未熟粒割合は、2次枝梗では肥料による差がなかっ

たが、1次枝梗は改良肥料区で発生が抑制された。

７ 白未熟粒割合とその他の形質の相関

穂揃い期の葉色と白未熟粒割合には負の相関が認め

られた（図８ 。また、玄米タンパク質含量と白未熟粒）

割合については、年次により傾きが異なるものの、各

年次において負の相関が認められた（図９ 。）

考 察

、 、高温が水稲に与える影響については 不稔籾の増加

玄米千粒重の低下、外観品質の低下などの登熟障害を

起こすことが以前から知られている 。特に近年、夏12,13)

期の気温が高い傾向にあることから、外観品質の低下

が問題となっている。しかしながら、品質の低下につ
）いては 気温だけでなく施肥との関連も深く 中川、 、 ９,10

は、穂揃い期追肥により発生が減少すると報告し、登

熟期の窒素栄養不足との関連を指摘している。同様に

寺島 は、食味向上のため玄米タンパク質含量の抑制３)

を目的とした窒素施用量削減が年々進み、これが整粒

歩合低下、ひいては未熟粒増加をもたらす要因の一つ

だと考えている。愛知県でも生産現場において食味を

重視した取り組みは行われてることから、過度な窒素

制限となり稲体に相当の生理的無理を強いている可能

性がある。

こうしたことから、白未熟粒の抑制には、登熟期の

栄養状態の維持が必要であると考えられ、各地で穂肥

施用時期及び量を変えた試験に取り組まれてきてい

る 。しかし、本県では水稲栽培の約70%で導入さ７,９,10)

れている全量基肥肥料での試みは行われていない。そ

こで、穂肥肥効を増強した全量基肥肥料を試作し、窒

。素溶出コントロールによる白未熟粒発生抑制を試みた

改良肥料は前半の肥効を極端に減らしたため、慣行

肥料に比べ茎数が少なく推移した。生育前半に分げつ

を過剰に増やすことがなかったため、有効茎歩合は向

上した。また、穂数も少なくなったため、㎡当たり籾

数も抑制することができた。籾数の減少により、頴果

同士による養分競合は緩和され、千粒重、登熟歩合が

増加したと推察される。登熟期が高温である場合の適

正な籾数については、試験場所や品種、作型により異

なるが30,000粒/㎡以下とされている 。本試験での㎡８)

あたり籾数は、改良肥料では慣行肥料に比較して減少

しているものの、前述の基準からすると、決して少な

。 、くはない 依然として籾数が過剰である問題は残るが

改良肥料の窒素成分割合が速効性肥料、LP40がともに10%

という配合割合から考えても、これ以上生育前半の肥

効を減らすことは困難であり、この点については今後

の課題としたい。

葉色に関しては、慣行肥料に比べ改良肥料は出穂後

。 、の葉色が高く維持されていた 葉色について高橋 は７)



104杉浦・井上・野々山・林：全量基肥肥料による「コシヒカリ」の白未熟粒発生抑制

穂揃い期の葉色が高いと基白・背白粒の発生が少ない

と報告している。また寺島 も、1999年の作柄では生３)

育中後期の葉色低下の顕著な水稲で品質被害が大きい

としている。本試験結果も穂揃い期葉色と白未熟粒割

、 。合には負の相関が認められ これらの結果と一致した

枝梗及び穎花については、花粉母細胞の減数分裂期

を中心とする時期（およそ出穂10日前を中心とする時

期）の栄養条件が良くないとき退化する 。松崎 は、15) 15)

枝梗や穎花の退化を防止するには出穂前20～18日前の

窒素追肥が効果的としている。改良肥料の窒素溶出パ

ターンを見ると、出穂20日前となる6月30日までの溶出

量は非常に少なく、その後慣行肥料に比べ5日程度遅れ

てシグモイド型被覆尿素肥料の溶出が始まっている。

このため慣行肥料に比べ、枝梗及び穎花が退化しやす

い栄養条件となっており、これが慣行肥料に比して籾

数を減少させた要因と推察される。

穎花や枝梗の退化については、上位の1次枝梗上に直

接着生する穎花が退化することは少なく、下位枝梗上

。の穎花や2次枝梗が退化する事が多いといわれている15)

また、井上 は籾数が多いと2次枝梗籾が増加するとし８)

ている。従って、退化する穎花は1次枝梗よりも2次枝

梗が多いと推察され、その結果、改良肥料は2次枝梗割

合が減少したと考えられる。枝梗別の品質について、

佐藤 は乳白粒の発生が少ない品種は2次枝梗着生粒が16)

少ないと報告している。背白粒について高田 は、2次17)

枝梗籾は白未熟粒割合が多くなるとしている。本試験

の結果でも、2次枝梗籾の品質は1次枝梗籾に比べ乳白

粒、基部未熟粒が増加しており、これらの報告と一致

しする傾向が認められた。また、肥料による白未熟粒

割合をみると２次枝梗には差は認められないものの、1

次枝梗では少なくなる傾向が認められたことから判断

すると、改良肥料による白未熟粒低減効果は、1次枝梗

割合の増加とともに1次枝着生粒の品質向上が複合的に

作用したものと判断された。

生育後期の肥効を高めることは、玄米タンパク質含

量を増加させる懸念があるが、今回の試験でも慣行肥

料に比較して改良肥料で高くなった。食味と玄米タン

パク質含量の増加は食味を低下させることが知られて

おり 、生産現場でも玄米タンパク質含量を抑制する18)

。ために窒素施用量を減らす取り組みが進められている

、 、しかし 整粒歩合の低下が食味低下の要因になること19)

完全米比率と食味は相関が高く、高温年次には必要以

上に食味向上を意識した減肥は不必要であること 、８)

粒厚が薄くなるほど食味関連形質である糊化特性値や

テクスチャー特性値が不良となること などの報告か20)

ら判断すると、食味の向上を目的として生育後期の肥

効を控えることは、かえって食味を低下させることに

なりかねない。従って、本県のコシヒカリのように登

熟期間が高温である場合は、必要以上な穂肥減肥を慎

むべきであり、今後、高温登熟障害の助長される気象

条件が続くことを前提とすれば、本試験で用いた改良

肥料のように生育後期の窒素施肥に重点を置いた施肥

体系に変更していくことが、白未熟粒抑制対策として

も有効であると考える。

白未熟粒の発生は登熟期の高温が直接的な引き金で

あろうが、その背景には様々な要因が複合的に作用し

ていると考えられる。そのため、白未熟粒の発生メカ

ニズムについては、多くの研究者が取り組み解明され

つつあるが、現在のところ不明な点がまだまだ多い。

また、高温登熟障害対策についても単一の技術で克服

できるものではないと考えられる。現在、本試験で示

したような施肥対策のほか、土壌管理技術や水管理技

術による白未熟粒抑制対策も試みている。今後は、白

未熟粒発生メカニズムの解明を進めるとともに、こう

した複数の技術を複合的に組み合わせ、一刻も早く高

温登熟障害対策技術の確立をしていくことが緊急かつ

重要な課題であろう。
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