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高温による水稲の生育・収量・品質への影響 
 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所 稲収量性研究チーム 近藤始彦 
 

１．はじめに 

IPCC の第４次評価報告書は、最近 100 年間（1906～2005 年）で世界の平均気温が 0.74℃上昇

しており、その原因が人為的な温室効果ガスの放出である可能性を指摘した(IPCC 2007)。日本に

おいては、1898～2004 年の夏季(6～8 月)の気温が＋0.87℃/100 年上昇している（気象庁 2005）。

高温化と人為的要因との関係には検証の余地があるものの、今後のさらなる高温化を想定した収量

や品質低下軽減のための栽培管理法や耐性品種の開発はイネ研究の重要な課題と考えられる。これ

まで日本においては北日本を中心とした冷害を軽減するための耐冷性品種や栽培技術の開発には大

きな努力が注がれ多大な成果を上げてきた。一方、近年、高温による水稲への影響、特に玄米の外

観品質の低下が問題となっており、その対策が求められている。台湾、韓国など東アジア各国でも

外観品質の低下が問題となってきている（近藤 2008）。さらに品質のみでなく高温による収量低

下への影響の解明と対策の確立も長期的には重要と考えられる。水稲の平均収量は、長野県や東北

各県など寒冷地で高水準にある一方で、西日本では比較的低い水準で推移してきているが、改善の

ための要因解析は必ずしも十分ではない。熱帯アジアでは夜間の高温化が収量漸減を招いている可

能性が指摘されている(Peng et al 2001) 。 

近年の外観品質の低下では高温が引き金となっていることは認められるものの、栽培法、土壌環

境の変化などがイネの生理状態を通して発生を助長している可能性も強く示唆されている。このた

め、発生の要因を正確に把握し、白未熟粒の発生生理を理解することによって、栽培・品種対策を

示すことが必要である。本稿では高温によるイネの生育、収量、外観品質への影響とそれに関わる

生理要因について研究蓄積と今後の課題を紹介したい。 

イネ生育・収量に対する温度の影響 

高温がイネの収量や品質に及ぼす影響は、生育時期、昼夜温の差、日射条件などとも密接に関係

しながら発現する。一般に日本の水田条件では、収量にとっての最適気温は登熟期で生育前半より

低いと考えられる。初期の高温は、分けつの促進や養分吸収の増加により、収量の増加に結びつき
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やすい。ただし、生育初期の過剰な生育は、有効茎歩合や籾生産効率（籾数/乾物重、籾数/N 吸収

量）の低下をもたらし、収量の低下につながる側面もある。また、高温による生育期間の短縮は積

算有効日射量の低下による乾物生産の低下や茎数・穂数などの低下を通して収量の制限要因となり

える。フィリピンの国際稲研究所(IRRI)での解析では、夜温度の上昇が主に穂数の減少を通して収

量を漸減させている可能性が示唆されている(Peng et al 2001)。高温は土壌を介しても生育に影響

する。移植前や生育初期の高温によって、土壌窒素の無機化が早くなり、逆に登熟期の窒素の供給

が減少しやすい。また、地温が高くなると一般に地上部に対する根の発達は小さくなるため根圏域

が小さくなり、土壌下層からの水吸収や養分吸収が抑制されやすくなると考えられる。 

登熟期間中の温度条件は、直接的に頴花生長やデンプンの合成に作用するため、玄米収量、品質

への影響が大きい。実験的な検証では日本のジャポニカ品種の収量にとっての登熟期の最適平均気

温は約 21～24℃とされた（松島・角田 1957)。また、全国の圃場のデータからは日射あたりの最大

収量は平均気温 21～22℃で最大とする経験式が得られている（村田 1964）。これらの温度域を現

在の状況に適用するには、品種の違いや解析法に再検討の余地はあるが、日本の夏季の高温は収量

や登熟にとってマイナスの側面をもつといえる。オーストラリアのコムギでも 15℃度以上での粒重

低下が認められそのメカニズムと対策が以前より広く研究されている(Wardlaw et al 1989)。 

温度環境と外観品質 

現在顕在化している問題のひとつは外観品質である。特に胚乳部に白濁を生じる未熟粒（以下総

称として白未熟粒とする）や胴割れ米、カメムシによる被害粒などの発生が増加する傾向にあり、

これらに高温化が関与することが明らかにされつつある。一般に玄米の外観品質は農産物検査法に

基づいて整粒、被害粒、死米、未熟粒に区分されている。近年問題となっている乳白粒、腹白未熟

粒、背白粒、基部未熟粒（基白粒）などの白未熟粒は未熟粒に含まれ、白濁した部位により区分さ

れる（図１）。胚乳の断面をみると乳白粒では白濁部がリング状になっている場合が多い（図１下）。

正常な米粒の胚乳中ではデンプン粒がアミロプラスト中に隙間なくつまっているため透明性がある。

一方、白未熟粒の白濁部位ではデンプン蓄積の低下や異常によりデンプン粒の形成が未熟で隙間を

生じるために乱反射が生じ白濁して見えると考えられている（Tashiro and Wardlaw 1991 など)。

胚乳内のデンプンはおおまかには中央部から蓄積が始まり、周辺部、腹部、背部、基部へと蓄積が

進むことから推定すると、デンプン蓄積の低下・異常の時期の違いが白濁部の違い、白未熟粒のタ
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イプの違いに現れていると考えられる 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１． 玄米のタイプ（左から：整粒、背白粒、乳白粒、胴割れ粒）下段は断面  

白未熟粒の発生要因 

水稲作況標本地点における玄米の外観品質データによると全国の広い地域で発生がみられる（図

２）。気象・栽培条件との関係を解析した結果（近藤ら 2007）、乳白粒と基白粒では出穂前後の

期間別気象要因との相関に違いが見られ、乳白粒は出穂前および出穂後の平均・最低気温との相関

が比較的高かった（図３）。
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図２．白未熟粒発生率（山形県以南 2001～2005 年

平均） 
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図３．出穂期前後の気象条件と乳白粒(a)および基部未熟粒(b)の発生率との相関係数 
（2001～2004 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、基白粒の発生率は出穂後の気温との相関が高かった。また、乳白粒率は出穂後20日間の平

均気温が高まると増加する傾向にあるが、ばらつきも大きくこの時期の平均気温以外の要因も強く

影響していると推察された（図４）。その要因として日射別の発生程度に違いがみられることから、

低日射が発生を助長していると考えられた。地域別にみると特に九州地域においては、乳白粒の発

生が高いが、必ずしも登熟期間の温度域は高くないことより、低日射や台風の影響がかなり大きい

といえる。一方基白粒・背白粒発生の地域間差異は登熟期間の気温で比較的よく説明でき、東海地

域では高気温によって発生が高まっていると推察された。 

乳白粒については高温、低日射に加えて高籾数も主要な発生助長要因となっていた。これらの状

況より乳白粒発生の生理的要因としては高温による頴花の肥大の加速とデンプン合成基質の競合の
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図４ 日射量別にみた乳白粒発生率と出穂後 20 日間の平均気温の関

係（左：コシヒカリ、右：ヒノヒカリ） 
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増加により胚乳で一時的・局部的に基質が不足することが関与すると想定される。一方、背白・基

白粒の発生は乳白粒より登熟期の温度依存性が高いことから登熟後期のデンプン粒合成能の低下に

関係すると推察される。このため生理メカニズムや発生軽減対策についても白未熟粒のタイプを考

慮して検討が進められている。また台風やフェーンによる白未熟粒の増加が認められているが、体

内の水分動態や物理的刺激の影響などの面からそのメカニズムの解明することは対策の確立のため

に有用である。 

高温による登熟への影響  

登熟への高温の影響は穂で茎葉より大きい（佐藤・稲葉 1973）。一般に高温下では胚乳細胞の分

裂・肥大が加速する一方、登熟関連酵素活性のピークや組織の老化が早まる (佐藤・稲葉 1976、

相見ら 1959) 。穂全体でみると高温下では強勢穎果、弱勢穎果ともに胚乳細胞の分裂・肥大や乾

物集積が速まり、穎果間の基質への競合が激しくなると考えられる。高温による白未熟粒の発生に

は、このような登熟ステージの変化が深く関与すると考えられる。イネの穎果は、登熟の早い穎果

（強勢穎果）と遅い穎果（弱勢穎果）に区別される。登熟の早さの違いは胚乳細胞数増加やデンプ

ン合成関連酵素（ショ糖合成酵素、ADP-グルコースピロホスホリラーゼ）の活性ピークが強勢穎

果で弱勢穎果より早いことに反映されていた(Liang et al. 2001)。高温下では登熟関連酵素活性の発

現パターンが変化することが想定される。トウモロコシでは、通常粒重の小さい穂頂部の弱勢穎果

にのみ高温処理をかけたところ、乾物増加速度や可溶型デンプン合成酵素活性が高まった 

(Tsai-Mei and Setter 1985)。温度による登熟ステージの変動にはホルモンの関与が考えられる。イ

ネの登熟期間中、ABA 含量は開花後、強勢穎花で急激に増加したが、弱勢穎花では緩やかに増加す

ることから ABA は穂内の同化産物分配に関係している可能性が指摘されている(Tsukaguchi et al. 

1999)。 デンプン蓄積期には ABA 含量が高く、その時期に ABA を穂と葉に散布すると、登熟速

度が上がり、乾物重が重くなったことが報告されている(Yang et al. 2003) 。トウモロコシやコム

ギでは、高温によるサイトカイニンの減少がみられた( Banowetz et al. 1999) 。 

デンプン合成機能への影響 

白濁部の形成の直接の要因はデンプン粒合成過程にあると推測される。イネ穎果へ茎葉部から供

給される炭素基質はスクロースである。植物体におけるスクロースからデンプンが合成される経路

については不明な点も残されているが、イネ穎果でのデンプン合成の直接の主要な基質は ADP-グ
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ルコースであり、ADP-グルコースはデンプン合成酵素によってデンプンに変換されると考えられ

ている。イネ科作物において穎果中で ADP-グルコースからのデンプン合成あるいはスクロースか

ら ADP-グルコースの生成過程を担う酵素の活性や遺伝子発現が高温により低下したとする報告は

多い。可溶型デンプン合成酵素活性や遺伝子発現が高温で減少した事例がコムギ、オオムギで報告

されている(Hawker and Jenner 1993 、Hurkman et al. 2003、 Wallwork  et al. 1998)。またト

ウモロコシ、コムギ、オオムギなどでは、ADP-グルコースピロホスホリラーゼ、グルコキナーゼ、

スクロース合成酵素に高温感受性がみられた （Wilhelm et al. 1999、 Singletary et al. 1994、

Jenner 1991、  MacLeod and Duffus 1988)。 

イネにおいては高温によってデンプン粒結合型デンプン合成酵素の発現や活性の低下により、ア

ミロースの重合度が低下することがしられる（Jiang H, et al 2003)。また網羅的発現解析の結果

(Yamakawa et al 2007)では、高温によって発現が変動する遺伝子はデンプン代謝関連、貯蔵タン

パク質関連、熱ショックタンパク質（HSP）に大別され、デンプン粒結合型デンプン合成酵素遺伝

子、デンプン分枝酵素遺伝子、細胞質型ピルビン酸リン酸ジキナーゼ遺伝子の発現低下およびアミ

ラーゼ遺伝子の発現誘導がみられた。また高温下ではデンプン粒が分解した跡とも思われる形状が

あること(Zakaria et al. 2002) 、アミラーゼ活性とともに ADP-グルコースの加水分解酵素が高温

下で上昇しやすいことも報告されている(三ツ井・福山 2005)。  

これらの知見を基礎に、白濁の形成や粒の肥大を規定する具体的なデンプン合成、分解過程の同

定が進められている。胚乳の一部にのみ白濁部が形成される原因として胚乳のある部位のデンプン

粒が十分に発達しないままデンプン蓄積が次の部位へ移ってしまうことが考えられる。このため温

度が胚乳部の各部位における代謝的、形態的な登熟ステージの進行へ及ぼす影響を明らかにするこ

とは白未熟発生メカニズム解明のために重要である。最近イネ頴果の部位別発現解析のための組織

単離法も開発されており(Ishimaru et al. 2007)、これらの手法の活用が待たれる。 

また高夜温と高昼温の生理的影響の相違の解明も求められる。高夜温では最終的な粒重低下や白

未熟粒発生に影響が大きいことが示唆されている（長戸・江幡 1960、 森田ら 2002)。登熟期間

の高夜温による白未熟粒発生の助長は、昼間と夜間の炭素の供給と合成のバランスなどが関係する

可能性がある。前述のように乳白粒では、出穂期以前の高温特に夜温が発生に関係する可能性が示

唆されている。これは登熟に利用される出穂時の蓄積炭水化物レベルの減少なども一因と想定され
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るが、この検証を含めて出穂期前の高温の影響とそのメカニズムも明らかにする必要がある。 

栽培対策  

高温による白未熟粒の発生軽減対策としてはイネが高温にさらされる程度を軽減する方向とイネ

の耐性を改善し同一温度域でも発生を抑制する方向がある。前者では作期の移動や品種選択による

登熟期間の移動が含まれる。具体的な作期の移動の目安としては出穂後 10～20 日の平均気温が 26

～27℃を下回るように移植適期を設定している地域が多い。移植時期を遅らせることは、過剰な初

期生育や籾数の制御を通して高温への耐性を高める効果もあると考えられる。一方、作期の移動に

は問題、限界がある場合もみられる。移植を移動させた場合、気温の低下とともに日射量が低下し

やすく、倒伏や秋雨への遭遇が増大するケースも想定される。最適な作期の策定には、気温と日射

の相互作用や出穂期前の気象条件についての考慮が不可欠である。このためには予測モデルの開発

が有効であろう。 

イネの耐性を向上させるためには出穂期までの栽培管理が重要となる。籾数が高くなると乳白粒

発生が増加しやすいことから籾数を制限する対策はすでに広い地域で採用されている。深水栽培に

よって無効茎数を制限するとともに、登熟期のＮＳＣ含量や葉色を高めることで白未熟粒を軽減で

きることが示されている。登熟期の窒素不足は、白未熟粒、特に背白粒、基白粒発生を助長する。

近年、コシヒカリに代表される良食味品種栽培ではタンパク含量低減を重視するあまり、過度に生

育後半の窒素供給が制限されむしろ外観品質の低下を招いている可能性は高い。全国の連絡試験の

結果では玄米窒素含有率が低い場合に基白粒の発生が増加していた（近藤ら 2006）。窒素施肥改善

の方向は、主に乳白粒を対象とした籾数の制御と背白・基白粒を対象とした登熟期の植物体の適正

な窒素レベルの維持の２つからなる。このため初期の施肥を抑制するとともに幼穂形成期以降の施

肥と植物体の窒素状態の維持に重点をおいた施肥体系が検討されている。初期の施肥の抑制は過剰

分けつを抑え籾数の制御を容易にすることや高い初期乾物生産による幼穂形成期の稲体の窒素含有

率の急激な低下をふせぐことが目的である。また幼穂形成期までの窒素吸収量を高めすぎると籾数

当りの窒素保有量が高まり玄米タンパク含有率は上昇しやすい。穂肥の時期・量については、籾数

を過度に増加させずに登熟期の葉色を高めるために遅めに設定する、あるいは後期穂肥に重点をお

いている場合が多い。ただし後期穂肥量をあまり高めたり、出穂期近くまで遅らせた場合、玄米タ

ンパク含有率の上昇が懸念される。このため幼穂形成期以降ある程度高く窒素状態を維持しておく
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ことが必要である。幼穂形成期～出穂期の地上部の窒素状態の維持は根系発達の促進を通して登熟

期間中の根機能を高める効果もあると思われる。このような窒素栄養状態の誘導手法のひとつとし

て栽植密度の調節が試みられ、16～18 株/m2 程度の疎植にすることで効果がみられている（高橋

2006）。ただし疎植により一穂籾数が高まった場合に乳白粒が増加しやすい面もあることから、最

適な穂数、穂相については地域ごとに検討を要する。低窒素状態による白未熟粒の増加の生理メカ

ニズムは必ずしも明らかでない。背白粒、基白粒の発生は玄米窒素含有率と関係が強いかったこと

より（及川ら 2008）、転流・転送器官の老化などを通して頴花への直接の影響もあると想定され

ている。 

高温による不稔の発生  

異常高温によって受精障害が発生することがしられる。受精過程の温度感受性は非常に高く、チャン

バー実験では開花期頃および出穂前の気温が 34〜35℃以上になると不稔籾の割合が増加すること

が示されている（Sateke and Yoshida 1978、 金ら 1996）。開花時の高温によって、葯が裂開しにく

くなったり、葯が裂開しても花粉が落ちにくくなったりすることで、受粉が不安定になることが知られている

（Matsui ら 2001）。今後予想される温暖化は、高温障害の発生を増加させて収量を大きく低下させ

ることが懸念さる。2007 年夏季に異常高温であった関東・東海地域の調査結果からは、出穂・開花期

の極度の高温が不稔率を高めていた可能性が示された（石丸ら 2008、長谷川ら 2008）。しかし、

気温と不稔率の関係はチャンバー実験の結果と必ずしも一致しないことも示唆された。その原因としては

穂温の違い、イネの生理状態の違いなどが考えられる。今後圃場における不稔発生について温度感受

性の時期、栽培方法・微気象の影響、品種間差異などの視点から発生要因をより詳細に解析し発生

実態を把握することにより、栽培的・育種的対策の方向を確立する必要がある。 

高温耐性品種の開発 

高温下でも整粒歩合の高い高温耐性品種の育成や高温耐性の評価法の開発が進んでいる。新潟県

では温水かけ流し法による選抜法を開発され品種評価に活用されている（石崎 2005)。富山県で

は「てんたかく」が育成され（山口 2004)、また九州地域向けには高温下でも登熟が優れる「にこ

まる」が育成されている。一方で品種差異を生じる生理的・遺伝的要因については研究の緒につい

たところである。基白粒や背白粒には比較的環境間で安定した品種差異があるが、乳白粒では安定

した品種差異がみられない傾向にある。これは乳白粒では栽培環境に影響されやすいソース能力の
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影響が強いことを裏付けているともいえる。背白粒、基白粒については耐性の異なる「チヨニシキ」

と「越路早生」、「ハナエチゼン」と「新潟早生」の後代集団を用いた遺伝解析がなされ関与するＱ

ＴＬの同定も進められている（Tabata et al. 2007, Kobayashi et al. 2007)。今後、インディカ品種

を含めて高温や低日射への適応性に優れる有用な遺伝資源の探索と関与する生理・遺伝要因の解明

が期待される。インディカ品種(IR20)でジャポニカ品種（藤坂５号）に比べ最終粒重に対する最適

気温域は高かった(Yoshida and Hara 1977)。インディカ品種はジャポニカ品種より一般に気孔コン

ダクタンスが高く、群落温度は低いと考えられる。このようなインディカ品種とジャポニカ品種の

違いの原因を、温度に対する登熟スピード、デンプン合成機能、ソース機能の反応性などから明ら

かにし、耐性品種の開発に利用することが期待される。 

おわりに 

温暖化への対応を考える場合、病虫害や雑草害の影響も考慮する必要がある。また今後、品種や

栽培技術の開発を進める場合、作期の拡大やあるいは長期的には CO2 濃度上昇への適応性の向上

などを通じて温暖化を水稲栽培にプラスに活用する方策の検討も期待される。 
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水稲の白未熟粒発生モデルと予測技術 
 

石川県立大学 生物資源環境学部・中川博視 
 

１. はじめに 
 近年、白未熟粒の発生によって米の外観品質が低下し、日本各地で水稲生産上の大き

な問題となっている。白未熟発生の主要因は、登熟期の高温と考えられるが、乾物生産

や窒素濃度などの稲体要因も白未熟粒の発生に深く関与しているとの指摘がある。これ

らの要因と白未熟粒発生との関係のモデル化、および、モデルを用いた予測技術につい

て紹介する。白未熟粒発生モデルは、まだ完成された技術ではなく、むしろここでは、

モデル化の過程と方法論を中心に述べたい。 
 

２. 温度以外の発生要因 
 登熟期間の気温が 23～24℃を超えると白未熟粒が発生し始め、約 27℃を超えると発

生率 20%以上のケースが増えるといわれている（森田 2005）。一方、白未熟粒の発生を

引き起こす、登熟期気温以外の要因として、①出穂期の前進と盛夏の重なり、②分げつ

期高温による籾数過剰、③少肥化傾向による登熟期の窒素栄養不足、④地力低下や作土

層浅耕化の影響、⑤登熟期の早期落水傾向、⑥作付品種、経営規模など営農的要因、⑦

圃場の気象・用水環境の変化が指摘されている（松村 2005）。これらの要因のうち、①、

⑦は結局、登熟期気温を介しての影響と考えられるだろう。そして、②、③、④、⑤は

稲体要因の影響（ただし、⑤は気温を介しての影響もあり得る）、⑥は営農的要因と大

きく 3 つの要因に分類することが可能である。次に稲体要因として最も重要と考えられ

る炭水化物供給と窒素栄養が白未熟粒の発生に及ぼす影響を整理する。 
 第 1 図は、穂揃期まで等しい条件で栽培した水稲品種コシヒカリと初星に対して、穂

揃期に株間引き処理（T）と止葉葉身切除処理（L）を与えて、炭水化物供給量の変化

が白未熟粒の発生に与える影響を調べた実験結果である（中川ら 2006）。コシヒカリに

ついては穂揃期に窒素施肥をしない標準区と窒素施肥した実肥区を設けて、さらに窒素

施肥の影響も検討した。コシヒカリでは、実肥処理によって乳白粒、基白粒、背白粒発

生率が減少した。乳白粒発生率は、品種、実肥処理によらず、対照区（C 区）に比べて、

L 区で高く、T 区で低下した。しかし、乳白粒以外では、炭水化物供給量改変処理に対

してこのような一貫した反応を示すものは認められなかった。この結果は、同じ品種内

の処理間比較では、等しい温度条件であるため、稲体要因が確かに白未熟粒の発生に関

与していること、および白未熟粒のタイプ別に稲体要因に対する反応が異なっているこ

とを示している。 
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３. 白未熟粒発生のモデル化 
1) 稲体要因と白未熟粒発生率との定量的関係 
 モデル化の第一歩は、着目している要素に影響を与える要因の抽出である。以上から、

白未熟粒発生に関わる要因として、まず温度、炭水化物供給、窒素を挙げることができ

るだろう。それらの要因と白未熟粒発生との関係をどのように捉えるかが次のステップ

である。 
 第 2 図は、第 1 図のデータを再解析し、各白未熟粒発生率と子実の生長に利用可能な

1 籾当たり炭水化物供給量との関係を図示したものである。ここでの炭水化物供給量と

は、登熟相の乾物生産量と、茎葉部乾物重の減少量から推定した穂揃期蓄積非構造性炭

水化物量の合計である。乳白粒と 1 籾当たり炭水化物供給量との間には極めて強い負の

相関が認められた。コシヒカリでは、炭水化物供給量1mgの増加によって乳白粒発生率が1.1%

減少し、炭水化物供給量が最大１粒重の約1.5倍になると乳白粒発生率がほぼ0となった。また、

等しい炭水化物供給量のもとでは、初星の乳白粒発生率が高かった。背白+基白粒では、炭水化

物供給量の増加によって発生率が低下することはなかった。同様に、第 1 図のデータをもと

に、各白未熟粒発生率と玄米タンパク質濃度との関係を図示したものが第 3 図である。

背白+基白粒は玄米タンパク質濃度の上昇とともに発生率が低下した。乳白粒と玄米タンパク質

濃度の間には、両肥料区を込みにした場合、はっきりした関係は認められなかった。以上から、

乳白粒発生率は主として炭水化物供給量によって制御されており、背白粒、基白粒は登熟相の窒

素栄養状態と深く関わっていることが示唆される。 
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第 1 図．各種白未熟粒の発生率。図中の縦線は標準誤差を示す（n=3）。 
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第 2 図．1 籾当たり炭水化物供給量と乳白粒および背白+基白粒発生率の関係（中

川ら 2006）。 
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第 3 図．乳白粒発生率（a）および背白+基白粒発生率（b）と玄米タンパク質濃度

（玄米水分含率 15%換算値）との関係（中川ら 2006）。シンボルは、第 2 図のそ

れに等しい。 

 

2) 高温と炭水化物供給量改変の複合処理が乳白粒発生に及ぼす影響とそのモデル化 
 1)では、稲体要因と白未熟粒発生率との関係を定量化したが、実際には、温度条件と

稲体要因が複合的に作用して白未熟粒が発生する。このような複雑な現象の理解には、

モデル化のアプローチが有効である。ここでは、乳白粒に的をしぼり、温度と炭水化物

供給量によって乳白粒発生を予測するモデル（永畠ら 2006）を紹介する。 
 登熟相の種々の時期にコシヒカリに高温を与え（第 4 図）、さらに各温度処理につい

て、葉身切除（L 区）および枝梗間引き（P 区）によって炭水化物供給量の改変処理を

施したところ、登熟後期より前期の高温によって、乳白粒の発生がより強く助長された
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（第 5 図）。また、同化産物供給量の比較的少ない L、C 区では、乳白粒発生に及ぼす

高温処理の効果が相加的である（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ≒Ⅳ）のに対して、同化産物供給量の多い P
区では相乗的（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ＜Ⅳ）となった。同化産物供給量が比較的少ない場合に、温度

の影響が相加的であったので、基本的には有効積算温度の概念が有効に使用可能と考え

られる。 
  以上の実験データを説明するために、有効積算温度をベースにした単純なモデルを

与えた（永畠ら 2006）。まず、乳白粒の発生に及ぼす高温処理の効果は処理時期によっ

て異なっているため、次式で表される高温登熟量δを新たに定義する。 
 

(∑
=

−=
M

i
bi TTf

0

δ )                  (1) 

 

ただし、T は気温、Tbは基準温度、fiは出穂後 i 日目の高温処理の相対的効果、M は登

熟日数であり、Tb以上の T について積算する。Tb=26℃と仮定して求めたδと各処理区

の乳白粒発生率（MW%）の間には第 6 図のような関係が認められた。各切除処理区内

では、MW%は、ある閾値以上のδに対して比例した。そこで、MW%とδの比例係数は

不変で、x 切片のみが切除処理によって変化すると仮定して、次式のような乳白粒発生

率の推定モデルを考えた。 
 

 MW% ＝k (δ -aj)、   （j＝L, C, P）   (2) 
 

ただし、kは比例係数、aj（j＝L, C, P）は各切除処理区内において、乳白粒が発生し始

めるδの閾値である。乳白粒が発生し始めるδの閾値、すなわち ajは、1 籾当たりの同

化産物供給量が大きいほど大きい値となった。このようなモデルで、温度と炭水化物供

給量が同時に変わる条件下で得られた乳白粒の発生率がよく説明された（第 7 図）。 
 続いて、圃場栽培したコシヒカリの乳白粒発生率、δ、1 籾当たりの同化産物供給量

のデータに基づいて、(2)式のパラメータ ajと 1 籾当たり同化産物供給量の関係を関数

化（第 8 図）し、圃場栽培されたコシヒカリの乳白粒発生率を登熟温度と 1 籾当たりの

同化産物供給量から予測するモデルを開発した。(2)式の ajの変わりに 1 籾当たり炭水

化物供給量から推定されるδo を(2)式に代入すれば、温度と炭水化物供給量から乳白粒

の発生が予測される。1 籾当たり炭水化物供給量は、イネのシミュレーションモデルと

リンクすることで計算機上で推定することも可能となる。 
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４. モデルを用いた水稲収量と白未熟粒発生のシミュレーション 
 1976年から 2000年の 25年間の気象データを用いて、3月 1日から 9月 1日至るまで、

Cont. 無処理区

TESTⅠ 出穂後4日～9日

TESTⅡ 出穂後9日～14日

TESTⅢ 出穂後14日～19日

TESTⅣ 出穂後4日～19日

TESTⅤ 出穂後19日～成熟期

TESTⅥ 全期間処理区

無処理期間

高温処理期間

35日 成熟期14日 19日 25日 30日
試験区

9日
高温処理の時期

出穂期 4日

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Cont. TESTⅠ TESTⅡ TESTⅢ TESTⅣ TESTⅤ TESTⅥ

乳
白

粒
発

生
率

(％
)

C区

L区

P区

第 4 図．試験区の設定と高温処理のタ

イムスケジュール（永畠ら 2006）。 第 5 図．時期別高温処理および炭水化物供

給量改変処理が乳白粒発生に及ぼす影響

（永畠ら 2006）。 
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r=0.98468

第 6 図．高温登熟量(δ)と乳白粒発

生率（実測値）との関係（永畠ら

2006）。 第 7 図．モデルによる推定値と実測値

の比較（永畠ら 2006）。 
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1籾当たり同化産物供給可能量 (mg)

δ
o
　

（
℃

・
da

y）

石川県立大学

新潟大学外気温区

新潟大学高温区

y = 10.4871 + 5.8529・ln(x-18.2067)

R2 = 0.777

第 8 図．石川県立大学圃場試験データ（中

川ら 2006）および新潟大学ポット実験デ

ータ（飯田・塚口 2006）を込みにした、1

籾当たり同化産物供給可能量FGとパラメ

ータ oδ との関係（中川ら 2008）。 
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毎月 1 日および 15 日にコシヒカリを金沢に移植したと仮定して、水稲生育収量モデル

SIMRIW（Horie ら 1995）で発育ステージ、乾物の動態および水稲収量を推定した。ま

た、そこで得られた発育ステージと気象条件から、高温登熟量δおよび高橋ら（2002）
の胴割粒発生予測モデルを使用して胴割粒発生率を推定した。金沢において、移植日を

種々に変えて収量、高温登熟量δおよび胴割粒発生率のシミュレーションを行い、25
年分の結果を平均したものが第 9 図である（中川ら 2007）。 
 低温による植え傷みがなければ、4 月 15 日～5 月 1 日の早植えによって多収がもたら

されることは、栽培現場の経験とも一致する。シミュレーション結果から、晩植化とと

もに収量は緩やかに低下することが予測されるが、5 月 1 日から 5 月 15 日に移植日を

変更しても、推定された減収量は 10～20gm-2 程度であった。δを最大にする（すなわ

ち、乳白粒発生の危険度が高まる）移植期は、収量を最大にする移植期に一致した。ま

た、胴割粒発生率についても、同様の傾向があった。したがって、収量を最大にする移

植日は、外観品質を最も低下させやすい移植日と考えられる。6 月 1 日移植とした場合、

さらにδと胴割粒発生率を低下させることが可能であるが、推定減収量が約 50 g m-2と

増加するため、収量の観点からは好ましくない。以上のシミュレーション結果から、収

量と外観品質の両面を考慮した場合、最適移植期は 5 月中旬であることが示唆された。

この結果は、最近、北陸各県で励行されている水稲の晩植化を支持するものである。 
 次に、乳白粒発生モデルと水稲生

育収量予測モデル SIMRIW を組み合

わせて、籾数と出穂期の茎葉部非構

造性炭水化物量が乳白粒発生率に及

ぼす影響について、金沢市の気象条

件の下でシミュレーションを行った

（中川ら 2007、第 10 図）。籾数水準

が 28000 m-2の場合、乳白粒発生率を

5%以下に留めるために必要な出穂期

の茎葉部非構造性炭水化物量は、5
月 1 日移植で 210 gm-2、5 月 15 日移

植で 153 gm-2 と推定された。したが

って、2 週間の晩植化で、要求される

非構造性炭水化物量が大きく低下す

ることが示唆された。籾数水準を

30000 gm-2とすると、必要な非構造性

炭水化物量は、両移植日で、同様に

252、203 gm-2となる。したがって、

籾数が 30000 gm-2 を超えると、出穂

金沢市
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第 9 図．移植日がコシヒカリの収量、δ お

よび胴割粒率に及ぼす影響のシミュレーシ

ョン。収量は SIMRIW、δ は永畠（2006）、

胴割粒率は高橋（2002）のモデルによって

推定された。1976-2000 年の日々の気象デー

タを用いてシミュレーションを行い、25 年

分のシミュレーション結果の平均値を図示

した（中川ら 2007）。 
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5/15移植，金沢市
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第 10 図．籾数と出穂期の茎葉部非構造性炭水化物量が乳白粒発生率に及ぼす影響

の予測。凡例の数字は、茎葉部非構造性炭水化物量（g m-2）を表している。高温登

熟量は、5 月 1 日移植および 5 月 15 日移植で、それぞれ、1976～2000 年の平均値

の 30.3 および 27.3℃･day とした。登熟相の乾物生産量は、両移植日で、それぞれ、

550 および 536 g m-2 と推定された（25 年間の平均）。（中川ら 2007） 

金沢市
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-2 0 2 4 6

温度変化　(℃)

δ
（
℃

・
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第 11 図．温度の上昇と移植日

が高温登熟量δ に及ぼす影響

のシミュレーション結果。た

だし、各点は、1976-2000 年の

日々の気温に横軸の温度変化

を加えたものを気温データと

して推定した 25 年間のδ を

平均したものである（中川ら

2007）。 

4/1   移植
4/15　移植
5/1   移植
5/15　移植
6/1　 移植

期の非構造性炭水化物要求量が 200 gm-2以上になるため、かなり実現困難となることが

予想される。 

 以上より、金沢の気象条件下で、コシヒカリの乳白粒発生を抑制するためには、5 月

15 日程度の晩植とし、28000 gm-2の籾数水準の下で、登熟相の乾物生産量と出穂期非構

造性炭水化物量の合計が約 700 gm-2 以上となるような栽培法を目指すことが肝要であ

ると考えられる。そのためには、登熟相の乾物生産量 530 gm-2以上、出穂期非構造性炭

水化物量 170 gm-2以上の確保が一つの基準となろう。5 月 1 日移植の場合は、登熟相の

乾物生産量 550 gm-2以上、出穂期非構造性炭水化物量 200 gm-2以上と、同化産物の要求

水準がより高度になる。 
 次に、モデルを使用して、温暖化が高温登熟量δに及ぼす影響を予測した（第 11 図）。

4 月 1 日から 6 月 1 日まで、半月に 1 回移植したと仮定して、高温登熟量δを算出した。
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ただし、温度条件による出穂期の変化も、モデルには組み込まれている。温度変化に対

するδの変化率は、5 月 1 日以降の移植では温度の上昇とともに若干大きくなり、下に

凸の曲線を描くが、4 月 1 日および 4 月 15 日移植では逆に上に凸の曲線となった。こ

の違いは、5 月 1 日以降の移植では、温暖化によって基準温度（26 ℃）以上となる日

数がしだいに増えるのに対し、4 月 1 日および 4 月 15 日移植では、早植と高温環境に

よる発育の促進効果のために、出穂期が７月初旬に早まり、登熟相初期が最高温期を避

ける効果が出てくることによっていた。5 月 1 日移植から 5 月 15 日移植への晩植化が

δの低減効果をもつのは、温度上昇が 3 ℃までで、4 ℃以上温度が上昇すると、もは

や晩植の効果はなくなるものと予想された。6 月 1 日移植では、4 ℃の温暖化環境でも

δの低減効果が予測されたが、そのような温暖化環境では、むしろ早植化し、移植日を

4 月 1 日、4 月 15 日とするほうが、δを低下させるために、より有効であることが示唆

された。 
 

５. まとめ 
 白未熟粒発生予測モデルは、冒頭にも述べたように、完成された技術ではない。しか

し、複雑な現象をシンプルな枠組みで理解するというモデル化の方法論は、種々の場面

で有用であると思う。また、今後、地球温暖化などの影響により、気候変動が加速され

るなら、作期や品種の変更などによる、環境条件への適応をより迅速に行う必要が出て

くるだろう。その時、モデル化とシミュレーションによる方法は、迅速化の一助となる

とはずである。現時点でも、水稲の晩植化など、作期の再検討が各県で行われているが、

すでに実用レベルにある発育予測モデルを用いれば、登熟相の気温を最低にする移植期

を容易にシミュレーションできる。まずは、このあたりから、実用に供していただけれ

ばと思う。 
 

６． 引用文献 
Horie, T., H. Nakagawa, H.G.S. Centeno and M. Kropff 1995. The rice crop simulation model 

SIMRIW and its testing.  In Modelling the Impact of Climate Change on Rice in Asia  
(Matthews, R. B. et al. eds.), CAB International, Oxon, UK. p.51-66. 

松村修 2005. 高温登熟による米の品質被害－その背景と対策－農業技術 60（10）：442-446. 
森田敏 2005. 水稲の登熟期の高温によって発生する白未熟粒，充実不足および粒重低下. 

農業技術 60（10）：442-446. 
永畠秀樹・島健二・中川博視 2006. 水稲白未熟粒発生のモデル化と予測に関する研究.１． 

乳白粒簡易発生予測モデル. 日作紀 75 (別 2) :18-19. 
中川博視・白川美翠・永畠秀樹 2006. 炭水化物供給可能量と穂揃期窒素追肥がイネの白未

熟  粒の発生に及ぼす影響. 日作紀 75 (別2) :12-13. 
中川博視ら 2007. 「水稲白未熟粒発生のモデル化と予測に関する研究」 中川博視，科学研

究費補助金研究成果報告書. 100-111. 
中川博視・永畠秀樹・塚口直史 2008. 水稲白未熟粒発生のモデル化と予測に関する研究 ２. 

気温と同化産物供給量を用いた乳白粒発生予測モデル. 日作紀 77 (別 1) :148-149. 
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発現解析による白未熟発生の
生理メカニズム解析

農研機構 作物研究所

稲収量性研究チーム 石丸 努

発表内容

１．イネ子実の登熟に関する基本的知識

２ 今までの白未熟粒発生に関する栽培学的研究２．今までの白未熟粒発生に関する栽培学的研究

３．高温条件が登熟粒のデンプン蓄積に及ぼす影響

４．白未熟粒の微細部位発現解析手法

１．イネ子実の登熟に関する基本的知識

穀物胚乳は食糧や工業用原料として
広く利用される

穀物を巡る近年の
農業事情

良食味・高品質
嗜好

増加し続ける
世界人口

農業事情

穀物のさらなる収量増加や品質向上の達成

エネルギー問題などに
よる穀物価格の上昇

地球温暖化による穀
物生産の不安定化
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胚乳組織には貯蔵物質が短期間に
大量に蓄積する

粒
重

、
長

さ
、
幅

①
②

③
粒重

長さ

幅

粒

開花後日数5 10 20

① 0～5日 ② 5～10日
穎果の伸長、胚や
胚乳細胞の分裂

胚での生長点や葉原基、胚乳で
の糊粉層とデンプン性胚乳の分化
および肥大の開始

登熟粒に物質を蓄積

③ 5～20日

子房の形態的発達

開花後1日 開花後3日 開花後5日

胚乳遊離核を形成 胚乳細胞を活発に分裂 胚乳にデンプンを蓄積開始

胚乳細胞の形成過程

デンプン蓄積期における珠心表皮（図中NE）の退化過程

初期 中期 後期

NE NE

NE

al: 糊粉層, dv: 背部維管束, en: デンプン性胚乳, ii: 内珠皮, n: 珠心, ne:珠心表皮,  tcw: 肥厚化した細胞壁
Ishimaru et al. (2003)およびZakaria et al. (2002)より抜粋

dv
dv dv

al al

al
ii

ii

en

tcw

珠心表皮は背部維管束に直結し、同化産物の胚乳への輸送経路となるが、後期には徐々
に扁平化する

胚乳の横断面における透明化の順序

初期 中期 後期

• 初期の胚乳は乳白色で透明化していない

• 中期では特に胚乳中心部から背部方向にかけて透明化が進行

• 後期では胚乳の最外層を除き、透明化

• （縦断面では背部および基部において透明化が遅い）

粒内でも透明化の様相は異なる

胚乳の透明化 ＝ デンプンの蓄積・

・

強勢穎果と弱勢穎果における胚乳発達の違い

強勢穎果

弱勢穎果

10

15

20

乾
物

重
(m

g)

イネ穂の模式図

0

5

0 5 10 15 20 25 30収穫期

開花後日数

弱勢穎果の乾物蓄積は強勢穎果より遅く、
粒重や外観が劣るため、収量や品質の決
定に大きな影響を及ぼす
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穂への炭水化物供給を制限した場合の
強勢穎果と弱勢穎果の乾物蓄積

開花後日数

7 11 15

強勢穎果 3.8±0.4 8.6±0.4 14.5±0.6 － 18.1±0.3

収穫期17処理

対照区

穎果の乾物重(mg)

剪葉区 3.6±0.2 8.2±0.7 14.7±0.2      － 18.2±0.3

弱勢穎果

剪葉区

0.2 1.8±0.1 5.8±0.5       － 12.4±0.7

ND － － ND 発育停止

対照区

Ishimaru et al. (2003)出穂期から止葉のみを残す剪葉を行った

ソース量が減少した場合、強勢穎果に優先的にデン
プンが蓄積し、弱勢穎果は成長をさらに遅らせる

２．今までの白未熟粒発生に関する
栽培学的研究

等級別に見たコメの価格変動

等級 整粒(%) 価格 (¥/60kg*)

1等 > 70% ‐

2等 > 60% ‐1,000

3等 >45 %

等級外 ‐6,000
* 1等との価格差

発生タイプ別に見た白未熟粒の外観

1 2 3

4 5

1.整粒
2.心白粒
3.乳白粒
4.背白粒
5.基白粒
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玄米外観品質の違いが食味に
及ぼす影響

Kim et al. 2000

若松ら 2007

• 白未熟粒の割合が高くなると食味値が低下する

• かつ背白粒は食味を損ねないが乳白粒は損なう

若松ら 2007

平均気温が26℃を越えると白未熟粒
の発生率が高まってくる

30.0

40.0

50.0

合
計

(%
)

コシヒカリ

初星

ヒノヒカリ

キヌヒカリ 26℃

0.0

10.0

20.0

18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0

出穂後２０日平均気温(℃)

白
未

熟
合

光環境の改善は白未熟粒の
発生を軽減する

標準密度

1/2間引き

光環境が改善されたことによって、子実に対する
同化産物供給量が増加した。

（小葉田ら 2004）

登熟初期～中期の高温により白未熟粒
の発生は助長される

• 昼夜温35/30℃

• 5日間
品種間差

高温は最終粒重の20-40%
の時期に白未熟粒を発生さ
せやすい
（ただし、どのようなタイプの白未熟粒が発生しや
すいかは未確認）

開花後7-11日程度
の時期に相当
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白濁部ではデンプン粒の発達に異常
が見られる

整粒（透明部） 乳白粒（白濁部）

デンプン粒の発達が不規則で
隙間が生じている

デンプン粒の発達が規則的で
隙間がない

アミラーゼによるデンプン分解が原因という報告もある

デンプン粒の発達異常の程度は
胚乳細胞ごとに異なる

デ
ン
プ
ン

デ
ン
プ
ン

高温条件で登熟させた乳白粒の白濁部

ン
粒
の
発
達
異
常
が
著
し
い
細
胞

ン
粒
の
発
達
異
常
が
軽
微
な
細
胞

今までの栽培学的研究で残された問題

• 白未熟粒のタイプを分類して発生メカニズムの
議論が行われてこなかった。

• 白濁に見える直接の原因はデンプン蓄積の異
常であるにも関わらず、登熟のどの時期に白
濁が発生するかを特定できていない濁が発生するかを特定できていない。

• 高温と遮光などの環境要因と白未熟粒発生と
の関係を整理できていない

1．白未熟粒を発生タイプ別に、微細に調査する
２．白濁発生を登熟時期や環境要因別に観察していく

今後の生理研究のポイント

３．高温条件が登熟粒のデンプン蓄積に
ぼす影響及ぼす影響
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ショ糖からデンプン合成までの代謝経路

Glc-6-P

F ru-6-P

G lu -1-P

PB-I

PB-I I

AD P -g lc

G lu-6 -P

G lu -1-P

G lc-6-P

F ru-6-P

G lu -1-P

PB-I

PB -I I

AD P glc

G lu-6-P

G lu -1-P

G lc-6-P

F ru-6-P

G lu -1-P

AD P -glc

G lu-6-P

G lu -1-P

G6PT

AGPase

Su cr o se

Su cr o se

A m ylopectinF r uctose

A m y lop l a st

U D P-g lc

E n d osp er m cel l

AD P -g lucose

S ta r ch

A m yl ose

F ructose

G lu cose

AD P -g lc

Su cr o se

Su cr o se

A m ylopectinF r uctose

A m y lop l a st

U D P-g lc

E n d osp er m cel l

AD P -g lucose

Sta r ch

A m yl ose

F r uctose

G lu cose

AD P -g lc

Su cr o se

Su cr o se

A m ylopectinF r uctose

A m y lop l a st

U D P-g lc

n d osp er m c

AD P -g lucose

S ta r ch

A m yl ose

Star ch

A m y lose

SUT
F r uctose

G lu cose

AD P -glc

Glucose

SUS

ADPGT
GBSS

BE

Endosperm cell

SUT: ショ糖トランスポーター, SUS:ショ糖合成酵素, G6PT: グルコースリン酸トランスロケーター, ADPGT: ADP-グルコー
ストランスポーター, GBSS: 結合型デンプン合成酵素, BE: デンプン枝付け酵素, Amylase: デンプン分解酵素

Amylase

高温条件下で発生した白未熟粒の形態

対照区 (26/20℃）

乳白・心白

背白

白未熟粒率
88.9%

2.6%
高温区 (33/27℃）

高温によって登熟粒の乾物蓄積は早期化
するが、ショ糖含量は必ずしも低下しない
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１．デンプン合成の基質であるショ糖は、高温条件下で登熟粒に不均一に分布
２．特に白濁する乳心白部や背白基白部でデンプン合成・分解系酵素が異常

高温登熟粒では蓄積物質の成分に変化が現れる

アミロペクチンの鎖長分布

プ

玄米のアミロース含量

13kDaプロラミン

(Yamakawa et al. 2007)
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高温によるデンプン合成・分解系酵素
の遺伝子発現の推移

GBSSIの減少 → アミロース含量の低下
SSIの増加、BEIIbの減少 → アミロペクチン鎖長の変化
Amylaseの著しい増加 → 合成されたデンプンの分解

(Yamakawa et al. 2007)

部位別に見た高温応答性遺伝子
GBSSIとAmy3Eの発現量

GBSSI

0

50

100

150

相
対
的
発
現
量

Amy3E

0

50

100

150

200

250

相
対

的
発

現
量

中心部（乳心白）

全粒

１．GBSSIは部位に関係なく、対照区と高温区の差がほぼ平行
２．Amy3Eは両処理区とも中心部では発現しない→ 乳心白には無関係
３．Amy3Eは登熟中期以降、基部で著しく増加→ 基白などに関わる可能性

白濁部位の違いによって、デンプン蓄積の異常に異なる遺伝子が関与する？

初期 中期 後期
0

初期 中期 後期

全粒および基部・中心部におけるデンプン合成・分解系酵素の遺伝子発現の推移．
各遺伝子とも対照区のデンプン蓄積初期の全粒における遺伝子発現量の平均値を100とし、
その他の処理、時期や部位の相対的な発現量を算出した。反復は２～３．

基部（基白）

３．白未熟粒の微細部位発現解析手法

なぜ微細に発現解析するのか？

• 白濁部がごく一部であり、全粒を用い
た解析では白濁の要因を特定しにくい

• 高温処理により背白や乳心白が多発

圃場でのビニルハウス処
理により乳白と背白を発
現した玄米

高温により白濁しやすい部分のみ
を取り出し、登熟時期別に発現解
析を行うことができれば、白濁に関
わる遺伝子群をより精確に把握で
きる
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微細な組織を単離することのできる
レーザーマイクロダイセクション（LMD）

レーザービーム

Laser MicroDissection(LMD)

スライドグラス

特殊なフィルム

標本の切片

レーザービームで特定の組織を単離する

LMDによる組織の単離からRNA抽出
までの実験の流れ

固定：Farmer’s Fixative (Ethanol:Acetic acid =3:1)で‐20℃、一晩

↓
置換：2% carboxylmethylcellulose(CMC)で4℃、1晩振とう

↓
包埋：ドライアイス冷却したヘキサン中で、CMCブロックを作成

↓↓
氷結ミクロトームで8μmの切片を作製

（Kawamoto 2003を参考にした）

↓
LMDで糊粉層と胚乳の中心部を単離

↓
Picopure RNA Isolation kitを用いて切片からRNAを抽出

↓
2100 Bioanalyzerを用いてRNAの品質判定

LMDによる糊粉層と胚乳中心部の単離

胚乳柔組織中心部

ce

al

se

糊粉層

A

B C
開花後7日登熟粒

LMDによる糊粉層と胚乳柔組織の中心部の単離
A：背部維管束側の氷結切片像、B・B’：糊粉層の単離、C・C’：胚乳柔組織中心部の単離

al:糊粉層 , ce:デンプン性胚乳中心部, se:デンプン性胚乳

se

B’ C’

Ishimaru et al. (2007)

糊粉層とデンプン性胚乳中心部から抽出
したRNAを用いた遺伝子発現解析

0.6

0.8
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an
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rip
t l
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Aleurone

Central endosperm

糊粉層

胚乳中心部

0

0.2

0.4

Actin RINO1 OsSUT1 SDBE

Re
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tra

OsSUT1・・・ショ糖トランスポーター、糊粉層へのショ糖の輸送に関与
SDBE・・・デンプン枝作り酵素、アミロペクチンの鎖長構造に関与

胚乳において微細部位別に発現の異なる遺伝子を
検出することが出来た
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MRIによる高温登熟粒の水分分布の変化

対照区 開花後7日 高温区 開花後7日

シグナル強度水分含量

多

高温区では胚乳中心部において、水分含量が少ない

少

胚乳の微細部位の違いにより、高温でデンプン蓄積に変化が
現れる可能性も考えられる

LMDは胚乳のごく一部に発現する白濁の
生理メカニズム解明に有効な手法

• 登熟時期別に白濁の生じる微
細部位を発現解析細部位を発現解析

• 白濁の発生過程における遺伝
子プロファイル
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胴割れ粒の発生要因と軽減対策

近畿中国四国農業研究センター 稲収量性研究近中四サブチーム

長田 健二

１．はじめに

米の胴割れは米粒の胚乳部分に亀裂を生じる現象で（図 1）、
精米時の砕米発生を助長するほか、外観品質や食味にも影響を

およぼすため、米の生産・流通・利用場面で問題となっている。

近年、気象変動の拡大に伴う水稲の高温登熟条件により、米の

品質低下が大きな問題として取り上げられるなか、胴割れの発

生で品質が低下する年次や地域が増加している 1)-6)。加えて、

生産物の収穫・乾燥調製作業の将来的な効率・低コスト・環

境負荷軽減化、無洗米や発芽玄米加工時の胴割れ発生回避、

等の観点から、胴割れを生じにくい粒質が求められている 5),7)。このような背景のもと、

米の生産現場では胴割れ発生防止対策が緊急な課題になっている。

本資料では、米の胴割れによる品質低下、発生程度と高温登熟条件との関係について

整理するとともに、軽減対策手法の確立に向けた研究の現状について概説する。

２．胴割れによる品質低下

胴割れは品位検査の際に被害

粒として扱われる。判定基準は、

ア）横 1 条の亀裂がすっきり通っ

ている粒、イ）完全に通っていな

い亀裂が片面横に 2 条、他面から

みて横 2 条の粒であって発生部位

の異なる粒、ウ）完全に通ってい

ない亀裂が片面横に 3 条以上生じ

ている粒、エ）縦に亀裂を生じて

いる粒、オ）亀甲型の亀裂を生じ

ている粒、とされる 8)。過去 10 年間の米品位検査状況をみると、「胴割れ」による落等

割合は全国平均では平成 9 年、12 年、14 年および 18 年で高くなっている（表 1）。地域

では関東甲信および北陸地域で例年高い傾向にあり、18 年度は東北各県でも高かった。

一方、グレインスコープ等で玄米に光を透過して観察すると、一見整粒に見えても、

相当数の米粒の内部に軽微な亀裂が確認される場合がある。このような、検査上は対象

とならない軽微な胴割れを含む全胴割れ粒率と品位検査における胴割れ判定粒率との間

には一定の関係が認められ、全胴割れ粒率で 30 ％程度を越えると検査による胴割れ判定

粒率も増加する傾向にある（図 2）。軽微な胴割れは精米時の砕米発生への影響が小さい

図1．胴割れを生じた玄米

表1．過去年次における一等米比率および2等以下格付け理

由別割合の推移（全国平均）

（農林水産省資料より作成）

整粒不足 形質 被害粒 着色粒

一等米比率 充実度 乳白・腹白 胴割れ粒 部分カメムシ

平成　　9 80.1 21.9 28.5 21.4 8.4 1.3

10 78.3 11.9 24.0 25.0 4.2 10.1

11 62.8 6.0 16.0 42.4 4.2 22.4

12 78.6 7.8 19.9 25.8 13.4 19.0

13 75.8 11.2 20.5 41.4 5.6 10.9

14 70.5 17.2 22.3 31.2 9.6 10.8
15 73.9 23.4 31.2 14.7 4.6 14.2

16 71.0 26.7 23.0 25.8 4.3 8.4

17 75.1 21.0 23.1 21.2 3.3 21.8

18 78.4 20.1 26.4 19.9 6.8 17.8

10年平均 74.5 16.7 23.5 26.9 6.4 13.7

28



と考えられているが、胴割れを生じて

いない整粒と比較すると発生が増える

傾向にある。特に醸造用玄米の場合は、

搗精程度が一般食用米よりも強いため、

軽微な亀裂も砕米になりやすいことか

ら、亀裂の程度を問わず被害粒として

扱われる
8)。また、一般食用米では白米

が吸水した際に生じる「水浸裂傷粒」

による炊飯米の食味低下が懸念されて

いるなかで
9)-10)、軽微な胴割れやひび割

れ米の発生軽減対策を講じる必要性が

近年増してきている。

３．米粒に亀裂が生じるメカニズム

米の胴割れは、登熟が進み籾含水率が低下して硬度の増した米粒が、気象条件や乾燥

調整等による吸湿や放湿のために内部水分分布の不均衡を生じ、米粒内での部位別膨縮

差が大きくなることによって発生することが報告されている
11)-13)。すなわち、米粒は外

界の湿度に敏感に反応して水分を吸収・放出するが、玄米における水分の出入りは胚と

胚乳の境界付近にある「胚盤」と呼ばれる部分で最も早く行われるため、胚盤付近の胚

乳の膨脹や収縮は他の胚乳部分より早く進む。完熟した米粒は硬いため、そのような膨

縮が急激に生じると内部に圧力の不均衡が生じ、それに耐えきれなくなった米粒に内部

亀裂が生じてしまう、という過程が考えられている。

このような発生メカニズムを背景に、胴割れ米の発生助長要因に関する過去の研究は、

登熟全般の高温条件等による籾含水率の低下
14)-16)、籾含水率が低い条件下での降雨

12),15)、

収穫日前後の複雑な気象条件 17)、収穫後の乾燥調製条件 18)等、登熟後期以降の籾含水率

の低下と籾内の急激な水分含量の変化に視点を置いた解析が多い。また、生産現場でも

早期落水の回避や適期刈り取り、適切な乾燥条件の設定など、登熟後期から収穫期以降

の生産管理がこれまで重要視されてきた。

４．登熟初期の気温と胴割れとの関係

一方、胴割れ発生とイネの生育期間中の気象条件との関係を調べてみると、意外にも

登熟初期の気象条件の関与を示唆する結果が近年得られてきている 4),19)。圃場試験にお

ける胴割れ発生の解析から、出穂後 10 日間という登熟初期の気温、特に日最高気温が高

いほど胴割れ率が増えることが分かった (表 2、図 3)19)。2004 ～ 2005 年にかけて行った

全国連絡試験（Ko-on-net 連絡試験）においても、全国各地で生産された米の胴割れ発生

程度に登熟初期の気温が関係している可能性が確認された
20)。

ポット試験による詳細な解析では、特に開花後 6 ～ 10 日の期間に高温処理を行うと

胴割れが著しく増加すること、この時期の籾重は最終籾重の 14 ～ 40 ％程度（穎果重で

は 3 ～ 28 ％程度）の発育段階にあることが明らかにされた (図 4)19)。また、夜温と比較

して昼温の影響がより大きいことも明らかにされてきている
21)。
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図2．グレインスコープによる全胴割れ粒率（軽微なも

の含む）と品位検査における胴割れ判定粒率の関係

四角：2002年産、複数品種、農政事務所による判定

丸：2004年産、ｺｼﾋｶﾘ、穀粒判別器による判定
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以上の結果は、穎果発育の初期段階における限られた時期の気温条件が、登熟が進ん

だ段階で生じる胴割れの発生程度に関与している可能性を強く示唆している。高温登熟

条件下での乳白粒発生との違いを比較整理すると、胴割れ発生を助長する条件の特徴と

して、出穂後 10 日間 (開花後 6 ～ 10 日頃) といった登熟初期段階の限られた期間中の

高温の影響が強いこと、特に最高気温の影響が大きく、強勢穎果 (穂のなかでも枝梗の

先端部近くに着生し、発育が早く進む穎果) での発生が多いこと、等が挙げられる。

登熟初期の気温が胴割れに影響する原因については、現在まだ十分に明らかにされて

いない。胴割れ発生に強く影響する開花後 6 ～ 10 日頃の時期は、籾殻の中にある若い穎

果の粒長方向への伸長がほぼ終わり、粒幅、粒厚方向への肥大が盛んとなって、粒重が

急激な増加を開始する生育ステージに相当する。穎果の内部は、胚乳部の細胞分裂が続

いているのと同時に、デンプン蓄積が開始している状態にある
22)-26)。このことから、収

穫期における米粒内水分の急激な変化が胴割れを発生させる直接的な要因であるのに対

し、登熟初期における高温条件は初期の穎果発育速度を増加させ 21)、この時期に形成さ

れる米粒内部の胚乳構造やデンプン蓄積特性などに影響をおよぼして、胴割れを生じや

すい粒質にしている可能性が考えられる（図 5）。最近、走査電子顕微鏡を用いた内部構

造の解析により、胴割れを生じた米粒では、胚乳内に蓄積したデンプン粒表面の皺やア

ミロプラスト表面の凹みなど、デンプン粒の収縮が高頻度で観察された
27)。胴割れ発生

メカニズムの解明に向けた今後の研究進展が期待される。

気象要素 　　　出穂後日数
1～10 11～20 21～30 31～40 41～50 日

日平均気温 0.86 0.68 0.74 0.17 0.16
日最高気温 0.91 0.68 0.53 0.01 0.14
日最低気温 0.69 0.68 0.71 0.25 0.18
日照時間 0.86 0.42 -0.12 -0.14 -0.04
日降水量 -0.62 -0.36 0.14 0.39 0.23

計6回の圃場試験について、登熟各期間の気象値を積算

し、胴割れ率との相関係数（r）を各品種ごとに求めた．

数値は供試した全13品種の平均値で、太字はr=0.8以上、

囲いはr=0.9以上を示す．

表2．登熟期間の気象条件と胴割れ率との相関係数

図3．出穂後10日間の平均日最高気温と胴割

れ率との関係
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５．高温登熟下の胴割れ発生軽減にむけた育種・栽培的対策と今後の課題

１）育種的対策

胴割れ発生軽減への対策の

一つとして、品種としての胴

割れ耐性の強化が挙げられる。

胴割れは遺伝形質であり 28)、

胴割れ易品種の後代品種は、

親品種と同様に胴割れが生じ

やすい傾向にある（図 6）。特

に、ア）登熟が早い、イ）粒

厚が厚い、ウ）粘りの弱い米

粒デンプン特性、といった性

質を持つ品種で胴割れ発生が

多いと報告されている
5)。この

ような品種間差の存在が示される一方で、従来、胴割れが比較的生じにくいとされてき

た良食味品種「コシヒカリ」でも、近年の高温登熟条件下では発生が顕在化してきてい

る
3),4),6)。したがって、品種としての胴割れ耐性をさらに強化するために有用な遺伝資源

の探索やその遺伝特性、品種間差の発生要因について、今後の検討が望まれる。

醸造用米の胴割れ発生も生産流通場面では大きな問題となっている。醸造用米は、デ

ンプン蓄積が粗であり構造的に脆い性質を持つ心白が米粒内部に存在するため
29)、胴割

れを生じやすい。心白の大きさや形状、胚乳組織構造等によって胴割れ発生程度に差が

生じることから 30),31)、胴割れを生じにくい心白性状を持つ品種育成が行われている。ま

た、近年では心白の発生自体が少ない醸造用品種の開発も行われている。

図6．東北で作付される主な品種の系譜と胴割れ

図5．米の胴割れ発生に関与する要因の整理
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・高温による登熟進度の促進、登熟後期の多照・乾燥条件、早期落水、刈り遅れ

→ 籾含水率が大きく低下

→ 米粒硬度の増加 （胚乳組織の可塑性の低下）

→ 吸湿・乾燥による米粒内の部位別膨縮差の急激な増大

→ 胴割れ発生

胴割れと登熟初期段階の気象条件との関連

圃場レベル：出穂後10日間の高温・多照条件で増加
特に最高気温との相関関係が強い

ポット試験： 開花後6-10日の高温処理により発生が著しく増加する
(最終穎果乾物重の約3～28％の発育段階）

高温条件 → 穎果初期発育速度の増大 → 内部形態、デンプン蓄積特性に関与？

（最近の知見）

（従来からの知見）
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２）栽培的対策

胴割れの発生を軽減する栽培管理対策として、圃場の早期落水の回避や適期刈り取り

の励行、刈り遅れ防止、等が従来から指導されてきた。これらの手法は登熟後期の籾含

水率の過剰な低下を防ぎ、「吸湿・放湿による米粒内での部位別膨縮差の急激な増大」

という、胴割れの生成メカニズムに直接関与する条件を軽減することを目的としたもの

である。

一方、今後頻発が予想される高温登熟条件下では、これらの手法に加えて、胴割れを

生じにくい粒質にするための対策を講じることが重要となると考えられる。したがって、

そのための具体的な栽培対策手法の開発が早急に望まれる。

（１）従来技術の徹底

早期落水の回避、適期刈り取りの励行は、収穫時期の籾含水率の過度の低下を防ぐ上

で重要である。また、圃場の有効土層深は登熟後期の籾含水率の低下速度と密接に関連

しており、浅い場合には含水率の低下が早く、胴割れが生じやすい
,32)。そのため、圃場

作土深の確保と均一化が発生軽減化のために望まれる。

収穫適期については、作付品種や栽培環境条件をもとに生産地ごとに判定基準が定め

られており、出穂後積算気温のほか、黄化籾割合、特定位置に着生した籾の黄化程度等

での判断が行われている。しかし、生産現場への徹底が十分でない場合や、温暖化にと

もなう登熟期の気象変動の増幅等により適期判断が困難となる場合が生じている。種々

の栽培条件下で適用可能な収穫適期予測・判定手法の確立が望まれる。

収穫後の乾燥調整条件は胴割れ防止に極めて重要であり、水分乾減率やテンパリング

方法等の適切な条件設定が必要である。特に、高温登熟条件により刈り取り時期を早め

て収穫物の籾含水率が高い条件となった場合は、高温乾燥を避け送風温度を低くするな

どの注意を払う必要がある。

（２）高温登熟条件下で想定される対応技術

ア．登熟初期の温度上昇を軽減する栽培条件

登熟初期が高温とならない作期を選択するこ

とにより、胴割れ発生が軽減する傾向にある（図

7） 33)。したがって、移植時期の遅延化や直播栽

培の利用による発生軽減化が期待される。

また、用水かけ流しにより、登熟初期におけ

る圃場内水温や地温を下げることで、胴割れ発

生が軽減することが確認されている（図 8）。特

に、出穂後 10 日間程度の時期の地温上昇を軽減

することによる効果が高い結果が得られている

(図 9) 34)。水管理についてはこれまで登熟後期

の管理が注目されてきたが、今後は登熟初期に

も注意を払うことの重要性が示唆される。
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イ．栄養条件

栄養条件も胴割れ発生に関係する可能性が指摘されている
4),35)。特に、登熟期の葉色

値が低いと胴割れが増加するという相関関係が認められている（図 10）36)。Ko-on-net 連

絡試験では、玄米タンパク含有率が低い米ほど、同じ気温条件でも胴割れが多い傾向が

認められた（図 11）20)。

これらの結果から、近年の胴割れ発生の増加傾向には、良食味を意識した窒素施用量

の減少が関連している可能性があり、発生助長メカニズムの解明や食味維持と胴割れ抑

制を兼ね備えた肥培管理法の確立が今後急務である。
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図11．出穂後10日間の平均日最高気温と胴割れ率と

の関係

2004年度全国連絡試験（Ko-on-net）での結果．東

北～九州の16府県から収集したサンプルのうち、コシ

ヒカリを抽出して解析．黒塗りの凡例は玄米タンパク

含有率6.5%未満のサンプルを示す．

図8．登熟初期の水管理条件が胴割れ発生程度に及

ぼす影響

品種：あきたこまち．飽水管理：地表面が湿潤で

圃場の足跡に水がたまる状態に管理．

図9．出穂後10日間の圃場内地温と胴割れ率と

の関係

品種：あきたこまち．黒塗りは各年次におい

て用水かけ流しを行った区．

図10．登熟期の止葉葉色値と胴割れ率との関係

品種：あきたこまち．2002～2006年にかけて異

なる穂肥条件下で栽培した。胴割れ率は出穂後積

算気温1000℃での値。黒塗りの凡例は各年次にお

ける穂肥無施用区を示す。***：0.1％水準で有意

（n=26）。
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ウ．危険予測

胴割れ発生危険度の早期予測が可能となれば、事後対策の指導に有効利用されること

が期待される。これまでに、登熟期の気象条件と葉色を指標とした胴割れ発生予測法 4)

や、登熟途中の玄米を用いた発生危険度の早期簡易評価の可能性
37)について検討が行わ

れている。また、福井県では登熟初期の気温や葉色、根量を判断基準とした「福井県産

米胴割れ注意報発令要項」を策定し、現場への注意喚起と対策技術の徹底呼びかけに利

用している。今後は、予測精度の向上や、予測結果の収穫適期判断等への利用にむけた

検討が期待される。
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斑点米カメムシの発生実態と対策 
中央農業総合研究センター 

斑点米カメムシ研究チーム 渡邊朋也 
 

はじめに 
斑点米カメムシ類は 1999 年以降、全国の発生面積率が 30％前後で推移しており、延べ防除面

積は水稲作付け面積と同等の約 150 万 ha（早期、普通期合計）と、わが国全域で問題となっている

水稲害虫群である。稲穂を吸汁して斑点米を生じさせるカメムシ類は９科 60 種以上がこれまでに報

告されており、現在各都道府県が予察対象としている種は 20 種以上になる。この中でも重要種とさ

れているのは、アカスジカスミカメ、アカヒゲホソミドリカスミカメ、クモヘリカメムシ、シラホシカメムシ類、

ホソハリカメムシなどである。斑点米カメムシ類の発生予察、管理上の重要な点は、同じ場所で複数

のカメムシ種が問題となっている地域が増加している点である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図１ 斑点米カメムシ類の全国発生面積率と注意報・警報の総数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 1999～2008 年に斑点米カメムシ類に対して都道府県が出した注意報，警報の総数 
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図３ 主要斑点米カメムシ類３種の発生実態 
 
発生生態の概要 
クモヘリカメムシ 

クモヘリカメムシは西日本全域から関東、さらには宮城県に至る東北地方の太平洋側に分布して

おり、近年中部、北陸の一部でも新たに発生が認められている。茨城県つくば市での調査によると、

本種成虫はヒノキ、サワラなどの針葉樹で越冬し、６月下旬から７月上旬にかけて出穂したイネ科雑

草、牧草に移動し、交尾、産卵を行う。第一世代成虫は８月上中旬に、第二世代は９月中下旬以降

に発生する。成虫はつくばでは８月末以降の短日条件で生殖休眠に入り、おもに第二世代成虫が

越冬する（竹内ら、2005b）。各地での発生時期には違いがみられ、越冬成虫の出現は、西日本では

クモヘリカメムシ

発生予察上の対応
特に重要
調査対象
今後注意を要する

斑点米カメムシとして知られている
カメムシは60種以上になりますが、

現在大きな問題となっているのは
クモヘリカメムシ
アカヒゲホソミドリカスミカメ
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上の3種の発生状況を図にしました

（植物防疫課とりまとめ資料より）

クモヘリカメムシ

発生予察上の対応
特に重要
調査対象
今後注意を要する

発生予察上の対応
特に重要
調査対象
今後注意を要する

斑点米カメムシとして知られている
カメムシは60種以上になりますが、

現在大きな問題となっているのは
クモヘリカメムシ
アカヒゲホソミドリカスミカメ
アカスジカスミカメ
およびシラホシカメムシ類です。
上の3種の発生状況を図にしました

（植物防疫課とりまとめ資料より）

アカヒゲホソミドリカスミカメ アカスジカスミカメアカヒゲホソミドリカスミカメ アカスジカスミカメ

37



５月下旬～６月上旬、福島県では７月上旬以降である。また生殖休眠が誘導される臨界日長は北か

ら南に下ると短くなるので、本種の年間の発生は九州・西日本では２～３世代、東北では１世代と推

定される。 
 
アカヒゲホソミドリカスミカメ 
 本種は北海道で斑点米被害を起こす主要種として 1972 年に初めて報告された（黒蝕米対策研究

班、1975）が，北海道以外の地域では斑点米カメムシとは認識されていなかった。しかし，新潟県で

は 1994 年以降予察灯への本種成虫の誘殺数が高いレベルで推移し，個体数の増加と分布の拡大

が認められるようになった（石本、2008a）。特に 1999 年は，青森県，秋田県，山形県，新潟県など北

日本の日本海側を中心に斑点米を多発生させ甚大な被害をもたらし，現在も北日本から北陸地域

における斑点米カメムシ類の主要種となっている。休眠卵で越冬し、つくばでは越冬世代成虫が４

月末から出現する。年発生回数は地域によって異なるが３～５回である。出穂後に成虫が水田内に

侵入産卵し、次世代幼虫も発生する。 
 
アカスジカスミカメ 

アカスジカスミカメは 1980 年代前半に宮城県，広島県で被害が報告され，1990 年代には岩手県

でも斑点米を発生させる主要種であることが報告されていた。ここ数年の間に分布確認地域、被害

発生地域が増加しており、現在は北海道道南地域を北限に，九州までほぼ全域に分布が確認され

ている。北陸地域でも 2003 年頃から急激な発生量の増大が認められ，今後の発生に最も警戒を要

する種となっている。アカスジカスミカメは多数のイネ科植物を寄主とし、産卵基質および餌として穂

への依存度が高い。卵で越冬し、つくば周辺では 5 月中下旬に越冬世代成虫が出現する。水田へ

の成虫侵入は出穂後にピークを迎えるが、その後の水田内での次世代幼虫の発生は通常はあまり

多くない。分布、被害発生増大の要因としてイネ科牧草の作付、水田内雑草の増加、さらには気温

の上昇による世代数の増加などの影響が推察されている（林、1997）。 
 
発生量、分布拡大の要因 
寄主植物 

斑点米カメムシ類発生量ならびに被害増大の要因については，転換田への飼肥料作物等の導

入やイネ科牧草の雑草化，休閑田の増加（イネ科雑草地の増加），水稲品種や気象条件の変化な

どが挙げられている。飼肥料作物・雑草のカメムシ発生源としての評価については，まず、１）カメム

シ種ごとのイネ科牧草・雑草に対する適応性の違いを明確にしたうえで，２）刈り取り頻度などを考慮

したカメムシ類の増殖源としての重要度，３）栽培面積だけではなく，水稲栽培地域との分布の重な

りなどの空間的な構造，４）イネ科牧草の雑草化（法面，河川敷等も含めて）の影響などを考慮する

必要がある。 
１）に関しては、斑点米カメムシ類の寄主範囲ならびに利用部位は種によって大きく異なることが

知られている。クモヘリカメムシは種子のみを加害し、イネ、ヒエ類、エノコログサ、メヒシバなど増殖

に好適な寄主植物は数種に限られる（Ishizaki et al. 2008）。アカヒゲホソミドリカスミカメの寄主範囲

は広く、また茎葉のみを与えた場合でも生育、産卵が可能な場合がある（菊池・小林、2004；石本・

佐藤、2006）が、種子の存在により産卵数は大幅に増加する（石本・佐藤、2006）。アカスジカスミカメ

も多くのイネ科植物を寄主とするが、穂・種子が存在しないと生育、産卵をしない（石本、2008；長

澤、私信）。 
 ２）、３）については飼肥料作物面積と斑点米発生量との間には正の相関がみられる報告（林，
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1986；田中，2000）や，飼肥料作物を導入した周辺の水田での斑点米被害増加についての報告が

ある（新山，2000；高田ら，2000 など)。鳥取県でも転作牧草地の拡大（牧草地と水稲栽培地域の混

在）と、アカスジカスミカメの分布拡大の関連性が指摘されており、これにはイタリアンライグラスの雑

草化も大きく関与している（中田、2000；奥谷、私信）。 
 
水田内雑草 

最近イヌホタルイ・シズイなどのカヤツリグサ科水田雑草の小穂へのアカスジカスミカメの産卵、幼

虫ふ化が東北地方で確認されており、これらの雑草が穂を形成した水田に成虫が侵入し雑草穂に

産卵し、ふ化幼虫がその後に出穂した水稲穂を加害する可能性が指摘されている（大友ら 2005）。

また水田内のヒエ類が本種による斑点米発生率の増加に関連していることも報告されており（後藤ら、

2000）、水田内雑草の管理は斑点米被害抑制に重要である。 
 
気温の効果 
 Kiritani(2006)は気温上昇に対する昆虫・クモ類の世代増加に関して，分類群ごとの発育ゼロ点，

有効温量を比較し，水稲害虫の中では比較的発育ゼロ点が低く，有効温量の小さいウンカならびに

カスミカメムシ類の世代増加が著しくなると予測している。仮に年平均気温 15℃の地域で２℃の上昇

した場合の年間世代数の増加は、カメムシ科、メイガ、イネミズゾウムシなどでは 0.7～1.0 世代だが、

ウンカ、カスミカメムシでは 1.6～1.8 世代と推定されている(Kirintani, 2006)。アカヒゲホソミドリカスミ

カメの雌成虫は短日条件で休眠卵を産下するが、高温条件では休眠卵の割合が低下することが知

られており（樋口・高橋、2005）、秋の高温も世代増加につながる可能性がある。 
成虫で越冬するカメムシでは冬季の気温上昇は越冬期間中の生存率を向上させることが知られ

ている。ミナミアオカメムシは近畿地方では 1960 年代は和歌山県中部までの分布であったが、現在

大阪市でも越冬が可能となっている(Musolin, 2007)。また本種は宮崎、高知などの限られた地域で

大豆、水稲の害虫と知られていたが、現在九州全域に広く分布し、九州北部でも斑点米カメムシ類

としての被害が報告されている（湯川ら、2007）。また島根、静岡でも分布が確認されており、北上が

懸念されている。クモヘリカメムシでも気温上昇による越冬量の変化の可能性が指摘されている（松

木、私信）とともに、年１世代とされていた地域でも年によっては２世代を経過していることが報告され

ており（横須賀、2001）、気温上昇による世代数・発生量の増加、分布地域の拡大が推測されてい

る。 
 

被害 
加害形態 

斑点米カメムシ類は成幼虫とも籾を加害し斑点米を発生させる。加害部位は加害形態は種によっ

て異なり、そのため形成される被害症状も異なる（林、2000；竹内ら、2004）。アカヒゲホソミドリカスミ

カメおよびアカスジカスミカメなどは、口吻が弱いため直接籾を貫通して玄米吸汁を行うことができず、

吸汁場所は内外穎の鈎合部に限られる（林、2000）。そのため加害部位は籾の開穎部である玄米の

頂部および側部がほとんどであり、登熟初期の被害は主に頂部に現れ「尻黒米」などとも呼ばれる。

カスミカメムシ類による側部の加害は登熟が進んだ籾でみられる（奥山・井上、1974；林・中沢、1989、

など）。クモヘリカメムシの穂の登熟初期の加害による不稔被害も知られているが、現在では吸汁に

よる斑点米被害が問題とされている。本種はおもに籾の鉤合部付近から籾を貫通して吸汁するため

玄米上でも加害痕位置が中央の縦稜線部分に集中する特徴がみられる。またイネカメムシでは小

穂軸付近から口針を挿入し玄米胚周辺を加害し、ホソハリカメムシでは内外穎の全域から口針を挿
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入することが確認されており、玄米に現れる被害状況も大きく異なっている（竹内ら、2004a）。竹内ら

（2004b）および Takeuchi et al.（2005）は４種の斑点米カメムシの選好して加害する籾は、着粒位置

によらず胚乳の縦伸長後半から幅伸長期の籾であり、水田でこのステージの籾がもっとも多く存在

するのは、品種、移植時期によらず出穂はじめからの積算温度（Σ 平均気温－10℃）が約 170 日度

の頃になることを明らかにした。 
 

割れ籾の発生と被害 
 割れ籾発生率と斑点米発生率とくに側部加害と関連が大きいことが報告されている（森村、1975；

大場・小野、2004 など）。割れ籾とは玄米の生長によって内外穎の鈎合部がはずれ隙間ができた状

態である。割れ籾の発生は、子房の本来の大きさと穎の長さとのアンバランスにより生じるとされてお

り（武田・高橋、1971）、登熟速度との関係も指摘されている（李・田口、1969）。割れ籾発生率は一般

的に早生品種で多く中晩生品種で少ないとされているが、早生品種でも出穂期をずらすと発生量が

減少し、かつ出穂期が同じでも品種間差は大きい（松浦ら、1967；；寺西ら、1981）。割れ籾の発生は、

幼穂発育期間とくに内外穎発達する減数分裂期の低温、日射不足によって籾の発育が不良となり、

かつ出穂後に高温条件などにより登熟が良好だと増加する傾向がある。小嶋(2004)は、通常は割れ

籾の発生がほとんどみられないコシヒカリでも出穂後に 10 日程度の高温処理を施すことで数パーセ

ントの割れ籾を発生させている。割れ籾の主な発生位置は弱勢穎花に相当する部分であるため栄

養条件によって変動しやすい（松浦ら、1966）。 
 先に述べたようにカスミカメムシ類では、登熟初期には主に籾の頂部から、中期以降は側部開穎

部からのみ玄米を吸汁できない。アカヒゲホソミドリカスミカメは出穂期以降に成虫が侵入し、水田内

で次世代幼虫が発生する。そのため、登熟初期には割れ籾の有無にかかわらず籾頂部から加害さ

れるが、登熟により発生する割れ籾は幼虫の加害を受けやすくなるとともに、幼虫の生存率を高める

要因ともなっている（黒蝕米対策研究班、1975；石本、2007c）。クモヘリカメムシによる加害でも割れ

籾での斑点米発生率は正常籾よりも高く、また割れ籾の存在は幼虫の生存率に影響を与えているこ

とが示唆されている（竹内ら、2005a）。いくつかの文献から割れ籾と正常籾における斑点米発生率を

比較したところ、対象害虫、調査方法や環境条件によって変動するが、数倍～数十倍に達していた。

割れ籾の発生しにくい品種の選定ならびに栽培方法による割れ籾発生の抑制は、斑点米被害軽減

の有効な手段と考えられる。寺西ら(1981)、浜名(1987)は出穂前 15 日頃の追肥により割れ籾発生を

抑制することができるとしている。 
 
斑点米被害の予測 

玄米における斑点米の混入率が 0.1％を超えると２等米となる。このように非常に低い斑点米発生

率の場合，水田内のカメムシ密度と斑点米発生量との間に明瞭な直線関係等を見いだすことはきわ

めて難しく，要防除密度の設定等を困難にしているとされていた。渡辺ら(2003)は，山形県における

アカヒゲホソミドリカスミカメの水田内すくい取り密度の平均値と斑点米発生率のデータを用いたロジ

スティック回帰により，すくい取り密度から斑点米率が 0.2％以上となる確率を推定している。つまり，

すくい取り調査から被害（落等）が起こる危険度を評価しており，農家の対応（追加防除等）の判断

基準を示している。同様なアプローチは竹内(2006)によってクモヘリカメムシでも試みられている。今

後は下記に紹介するフェロモントラップによる予察技術と組み合わせた被害予測手法の開発が期待

されている。 
 
 

40



合成性フェロモン、誘引剤を用いた発生予察 
アカヒゲホソミドリカスミカメでは発生予察用として合成性フェロモン剤が市販されており、合成性

フェロモン剤を誘引源として水田内に設置した粘着板トラップへの捕獲数は、水田内での成虫の発

生消長を反映している（石本ら、2006）。本種は出穂後に侵入した成虫に引き続く幼虫の発生が水

田内でも確認されており、フェロモントラップへの捕獲消長を用いた被害予測、防除の有無の判断

手法の開発が望まれている。 
クモヘリカメムシについても発生予察用合成誘引剤が市販されており、合成誘引剤トラップの捕獲

消長からは越冬世代および第一世代成虫の移動分散時期が把握でき、その結果つくば周辺では、

7 月末から 8 月初めの成虫捕獲数は非常に少ないことが示された(Watanabe et al.,投稿中)。この時

期はコシヒカリの出穂時期であり、当地域では結果としてクモヘリカメムシの水田侵入時期を回避す

る作付となっていることが推察された。 
アカスジカスミカメでは性フェロモンの成分が本年公表され(Yasuda et al., 2008)、合成性フェロモ

ン剤資材とその利用技術開発が進められている。 
 

薬剤による防除 
斑点米カメムシ類成虫の水田への侵入は主に出穂以降に起こり、出穂期７～10 日後頃にピーク

となることが一般的である。また、クモヘリカメムシ、アカヒゲホソミドリカスミカメでは水田内で次世代

幼虫が発生する。そのためアカヒゲホソミドリカスミカメに対しては侵入成虫および次世代幼虫を対

象とした２回の薬剤散布（出穂 10 日後およびその 10 日～２週間後）が基本とされている。また農薬

散布量削減として、残効性の長いネオニコチノイド系等の薬剤を出穂期 10 日後に散布することによ

り被害を抑えることが報告され（新山・糸山、2004；石本、2007a）、広域な現地水田（新山・糸山、

2005）や早生・中手品種が混在する地域（石本、2007b）でも効果が実証された。また、石本（2008a）

は出穂初期のフェロモントラップによる誘殺数を利用して防除要否を判断することにより、薬剤散布

を省略できる可能性を示している。 
 
雑草管理 

斑点米カメムシ類は主にイネ科植物の穂を摂食するため、水田周辺（畦畔、法面等）のイネ科雑

草が穂をつけないように管理することは、カメムシ類密度低減に極めて重要である。除草作業は多

大な労力が必要となるため、斑点米発生を抑えるための効率的に雑草制御を行う必要がある。寺本

（2003）は、除草回数とイネ科雑草の再生状況、斑点米発生発生率などの調査結果から、出穂３週

間前と出穂期の２回の草刈り・除草剤散布によりイネ科雑草の出穂を６週間にわたって抑制可能で

あることを示した。またイネ科以外の植物を畦畔のグランドカバープランツとして利用する技術も提案

されている（寺本、2003）。 
水田へのカメムシ類の侵入抑制の観点からは、畦畔以外の牧草地、雑草地におけるイネ科植物

上でのカメムシ類の発生量とその抑制も重要な課題である。近年放任されたイタリアンライグラス作

付け圃場や河川敷等で雑草化したイタリアンライグラス（ネズミムギ）上でのカメムシ類の発生が問題

となっている。現在重要視されているカスミカメムシ類、クモヘリカメムシは移動能力が高い（クモヘリ

カメムシは６～12 時間、アカスジカスミカメは３時間以上の連続飛翔が可能。安藤・渡邊、未発表）た

め、斑点米カメムシ類の発生源対策は水田周辺だけではなく、地域的な取り組みが必要である。  
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大気 CO2濃度と高温がイネの生育，不稔へ及ぼす影響と地球温暖化による米生産への影響予測 
 

（独）農業環境技術研究所 大気環境研究領域 

長谷川利拡 

 

1．はじめに 

世界の平均気温は，過去 100 年（1906～2005 年）で 0.74℃上昇した。特に，20 世紀後半の北半球の

気温上昇は著しく，1995～2006 年の 12 年間のうち，1996 年を除く 11 年の世界の地上気温は，1850 
年以降で最も温暖な 12 年の中に入る（IPCC 2007）。産業革命以降の温室効果ガス濃度の上昇が，温

度上昇の主因とされる。今後，CO2 排出削減に向けた取り組みがなされたとしても，大気 CO2 濃度は増加

を続け，今世紀半ばには 470〜570ppmv，今世紀の終わりには 540〜970ppm にも達し，その結果平均気

温は 1.1℃～6.4℃上昇することが予測されている （IPCC 2007）。 
CO2 を始めとする温室効果ガスの濃度上昇は，温暖化や水資源循環の変動などを通じて，世界の農

作物生産に大きな影響を及ぼすことが懸念されている。温暖化は，寒地における低温ストレスの発生頻

度を低下させるものの，一般には生育期間の短縮，高温や水ストレスの増加により，農作物生産を減少さ

せる。一方，大気 CO2 濃度の上昇は，光合成を促進して農作物の成長と収量を増加させるが，その程度

は，品種，栽培条件，地域によって異なる可能性がある。さらに，異常な低温や高温，あるいは病害虫な

ど，実際の圃場で頻繁に発生する減収要因が，CO2 濃度上昇に伴ってどのように変化するかは十分に解

明されていない。地球環境変化が農作物生産に及ぼす影響を的確に予測し，適応するための新しい栽

培体系を提示するためには，高 CO2 濃度による増収効果と主要な減収要因への影響を実験的に明らか

にした上で，気候変化だけでなく土壌や栽培管理技術の影響をも取り入れた作物成長モデルを開

発する必要がある。本稿では農業環境技術研究所，東北農業研究センター，中国農業科学院南京土

壌研究所が共同で進めてきた水稲の CO2 増加実験などの環境操作実験や，作物モデルを用いた収量

解析を通じて，気候変化が作物の成長，収量に及ぼす影響について，将来の収量予測における不確実

性要因を交えて紹介する。 
 

2．環境操作実験による気候変化影響解明 

(1) CO2濃度の影響 

 植物の成長における CO2 の役割と重要性が明らかになったのは，19 世紀になってからである（ホール・

ラオ，1980）。20 世紀初頭からは植物を高 CO2濃度環境にさらす CO2増加実験が，温室や人工気象室な

どを利用して実施されるようになった。Kimball (1983)は，過去に実施された多くの CO2 増加実験の結果

（37 作物種，430 データセット）をとりまとめ，CO2 倍増による作物の増収効果は平均すると 33％程度であ

ると推定した。これらの主にポットを用いた室内実験から，CO2 濃度に対する植物の生理的応答が明らか

にされてきたが，地球規模の気候変化に対

する食料生産や炭素循環の応答を明らか

にするためには，増加し続ける大気中の

CO2 濃度に対する作物群落や自然植生の

応答をできる限り実際の圃場に近い条件で

明らかにする必要性が高まった。 
 このような背景から，1970 年代半ばから圃

場栽培用のチャンバー実験が，1980 年代

後半からは圃場条件で高 CO2 環境を囲い

なしで実現する開放系大気 CO2 増加

（Free-Air CO2 Enrichment, FACE）実験が

始められ，植物生理や収量だけではなく，

土壌－植物―大気系におけるエネルギー，

物質循環を対象とした研究も展開されるよう

になった（Allen et al 1992）。水稲を対象と

した FACE 実験は，1998 年に農業環境技

術研究所と東北農業研究センターが岩手

県雫石町で開始した。イネ FACE 実験装置

図１ 岩手県岩手郡雫石町の農家水田における開放系大気

CO2 増加実験風景。 
正八角形状（差し渡し 12ｍ）に設置されたチューブから，

風向きに応じて CO2 を放出し，正八角形内の CO2 濃度を外

気よりも約 200ppmv 高める装置。 

43



は，図 1 に示すように農家水田の一角に

CO2 放出用のチューブを正八角形状（差し

渡し 12m）に設置し，コンピューター制御で

中央部のCO2濃度を外気よりも200ppm高く

するように風上側から CO2を放出するシステ

ムである（詳しくは小林（2001）を参照）。

2001 年からは同様のシステムを用いて中国

江蘇省における水稲―コムギ FACE 実験が

実施されている。 
 これまでの水稲 FACE 実験の結果から，

大気 CO2 濃度の上昇は，圃場条件におい

ても乾物生産を促進することによって子実

収量を増加させることが確認された。その増

収程度（標準窒素施肥条件）は，岩手県雫

石町および中国江蘇省ともに 14％前後（図

2）であった。また，コムギ，ダイズなどの他の

主要 C3 作物における FACE 実験において

も 15％前後の類似した増収率が報告されて

いる。これらイネを含む主要作物の高 CO2

濃度による増収率は， C3 植物の FACE 実

験をとりまとめたメタ解析（平均約 24％，

Long et al 2004）や多くのチャンバー実験に

おける増収率よりも低かったことから，食料

生産の将来予測において CO2 施肥効果が

過大評価されているとの指摘もある（Long 
et al. 2006）。一方，バレイショやワタにお

いては，極めて大きな収量応答が認めら

れるなど，高 CO2 濃度に対する応答には

大きな種間差が存在することも明らかにな

ってきた。異なる地域で実施された FACE
実験データをさらに詳細に解析することに

よって，将来の作物生産予測の精度を向

上するだけではなく，高 CO2 濃度環境に

適した品種・栽培技術を開発する上でも重

要な知見が得られるものと考えられる。 
CO2 施肥効果の主因は，光合成の促進

である。図 2 に例示したように，C3植物

の光合成速度は，の典型的な応答は，700

～800ppm 以上で頭打ちを示すが，それ

以下の濃度域においては顕著である。

C3 植物の光合成では，葉の気孔から取

り入れられた CO2 は，葉緑体において

カルビン・ベンソン回路で糖に合成され

る。今日の大気 CO2濃度条件では，光合成の基質である CO2の量が光合成速度の制限要因になっ

ていることが多く，CO2濃度の上昇は単純に CO2の供給を増加することよって，カルビン・ベン

ソン回路における糖合成を加速させるからである。 

 光合成の促進程度が生育期間中にどのように変化するかを，群落状態のガス交換を測定可能な大型

人工気象室（クライマトロン・チャンバー）を用いて測定した。群落光合成は，分げつ期には高 CO2 濃度

（外気＋300ppm）処理によって約 20～30％増加したのに対して，登熟期には対照区と大きな違いはみら

れなくなった(図 4，Sakai et al. 2006)。こうしたいわゆる“ダウンレギュレーション”は，FACE 実験の個葉光

合成でも認められている（Seneweera et al. 2002; Chen et al. 2005）。すなわち，高 CO2 濃度環境における

（  ）内は実験が実施された場所。Kimball et al. (2002), Long 
et al. (2004), Hasegawa et al. (2005)の総説にMorgan et al. 
(2005)によるダイズ，Leakey et al. (2006)のトウモロコシのデー

タを加えた．平均と95％信頼区間はLong et al. (2004)によるメ

タ解析結果． 処理はいずれも外気＋約200ppm. 

図2．世界各地で実施された開放系大気CO2増加（FACE）実

験における高CO2濃度処理による増収率の作物種間比較 
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図 3．携帯型光合成・蒸散測定装置を用いて CO2 濃度を変化さ

せたときの分げつ盛期の水稲の個葉の光合成速度および気孔

コンダクタンスの測定例。光合成有効放射は 1800μmol m-2 s-1，

温度は 25℃に設定）。 
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乾物生産や収量を予測する

ためには生育期間中に生じ

る作物応答の変化を考慮す

ることが重要であり，ダウンレ

ギュレーションの程度を軽減

することが高 CO2 濃度環境

への適応策として有効と考え

られる。 
 

(2）温度の影響 

 温度は作物の成長，収量

形成・品質に関わるほぼす

べての過程に大きな影響を

及ぼす環境要因である。した

がって，その変動は水稲生

産に大きな被害をもたらすこ

とがある。特に，開花前約 2
週間から開花期頃の異常温

度は，稔実障害を通じて収

量を激減させる。実際，寒冷

地においては夏季の異常低温に起因する冷温障害が収量変動の最大の要因である。また，開花期頃の

異常高温も稔実障害を引き起こす。これまでのチャンバー実験の結果から，開花期頃の温度が 34～

35℃以上になると稔実歩合が低下し，40℃以上になるとほぼすべての穎花が不稔になることが明らかに

された（Satake & Yoshida 1978；Matsui et al 2001）。そのため，今後予想される温暖化は，高温不稔を多

発させ，収量変動を著しくするのではないかと懸念されている。 
実際の圃場条件における高温不稔には，種々の要因が関与するために，単純に気温のみから不稔歩

合を推定することはできない。たとえば，圃場の水稲群落の微気象環境はチャンバーとは大きく異なり，

気温と感受器官である穂の温度に著しい差が生じる場合がある。Yoshimoto et al（2005b）による中国江蘇

省の水田の観測例では，穂温が気温よりも 0.4〜1℃程度低かったのに対し，オーストラリアニューサウス

ウェールズ州の水田では，約 6℃以上も低くなる事例が観測された（Matsui et al. 2007）。これらの違いは，

水稲群落の蒸散特性に加えて，日射，湿度，風速といった環境要因の違いに起因する。さらに，将来想

定される高 CO2 濃度環境においては，葉の気孔は閉じ気味になることが 60 年以上も前から知られている

（Morrison 1998 による総説）。これによって群落の蒸散は約 8％程度低下することが FACE 実験の結果か

ら推定されているが，一方,群落温度は高 CO2 濃度環境で上昇する(Yoshimoto et al. 2005a)。すなわち，

外気温が同様でも CO2 濃度が上昇すると穂の温度は高くなり，高温不稔の発生を助長する恐れがある。

したがって，現在および将来環境下における水稲の稔実を予測するためには，こうした環境条件の影響

を考慮して，開花期頃の穂温を推定することが極めて重要である。 
そこで，日本と中国の FACE 実験水田における微気象観測結果から，CO2 濃度，日射，風速，大気湿

度といった微気象要素および穂，葉の蒸散特性を取り入れた穂周辺の群落熱収支モデルを開発した

（Yoshimoto et al. 2005b）。さらに，本モデルを中国 FACE 水田に適用したところ，高 CO2 濃度による穂温

の上昇効果は，開花日頃に 0.5〜1℃で，その後日数の経過に伴い，より顕著になることがわかった。また，

高 CO2 濃度は，穂温の上昇に加えて群落内の湿度を低下させる結果，穂の蒸散も促進した。高 CO2 濃

度による穂温上昇と蒸散促進効果は登熟期間全体に及ぶと考えられ，開花時の高温不稔だけではなく，

品質にも影響を及ぼす可能性が示唆された。 
温暖化により高温障害が激化する一方で，低温障害の発生頻度は軽減するとの見方もある。実際，温

暖化で予測される温度上昇は，高緯度地域の方が低緯度地域に比べて大きいとされるが，気象庁異常

気象レポート 2005 によると，20 世紀の夏の温度上昇は，西日本では 1.16±0.27℃，北日本では 0.53±

0.60℃と北日本で低く，将来予測で示された傾向は，これまでのところ日本では認められていない。今後

年々の気象変動が増大すれば，低温障害の発生確率は変わらない可能性もあり，寒冷地で頻発する夏

季の異常低温による低温障害は，今後も主要な生産制限要因になると考えられる。近年では，2003 年に

北海道で作況指数 73，東北で 80 を記録した大きな冷害が発生した。同年に実施した岩手県雫石町の
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FACE 実験の増収率では，も，障害不稔が発生したが，その程度は FACE 区の方が対照区よりも高かっ

た（Okada et al. 2005）。この原因については不明な点が多いが，この結果は，高 CO2 濃度環境が低温障

害をも助長するする可能性を示唆している。すなわち，高 CO2 濃度環境においては，不稔が発生しない

安全な温度範囲が狭くなるかもしれない。したがって，耐暑性，耐冷性品種の育成や，異常温度に対す

るストレスを回避するような栽培技術の開発が今後も重要である。 
 

3. モデルによる収量の解析 

気候変化時の水稲生産を予測するためには，作物生育の応答を実験的に解明するとともに，モ

デル化することが望まれる。そのために，温暖化や大気 CO2 濃度の増加が，圃場条件におけるイ

ネの生育・収量に及ぼす影響を，栽培管理条件の違いも考慮して評価するためのモデルを開発中

である。本稿では，このモデルを今日の水稲収量の地域間変異の解析に適用した例を紹介する（長

谷川ら 2007）。 

これまで日本の水稲収量の地域性は，村田（1964）の気候生産力指数に代表されるように，気

象要因との関連から数多く解析されてきた。しかし，今日の水稲収量の地域間差異には，気候条

件に加えて品種や栽培条件といった多くの要因が複雑に関連する。こうした収量の地理的分布の

要因を解明することは，温暖化時の収量の予測や適応策の検討，地域特性を考慮した潜在収量の

推定などに重要である。開発中のモデルは，既存の生育・収量モデル（Hasegawa& Horie 1997; 
Hasegawa et al. 2002）を基に，温暖化や大気 CO2 濃度の上昇が水稲の生育・収量に及ぼす影響を

窒素管理の違いも考慮して評価するも

ので，土壌および施肥による窒素供給と

日射，気温，湿度，CO2 濃度などの気

象要素から日々の成長量を算出する。こ

れを用いて，圃場レベルの収量の地域間

差異をモデル解析し，今日の収量の制限

要因の特定を試みた。 
表１に示す全国 8 地点の気象官署の

データを用いて 1991～2003 年の 13 ヵ
年に適用し，近隣の農業試験場（上川農

試，秋田農試，茨城農総センター，富山

農技センター，長野南信農試，島根農試，

佐賀農研センター，鹿児島農試。ただし，

試験地は気象官署名で表記）にて実施さ

れた水稲奨励品種決定基本調査の実測

収量等と比較した。なお，供試品種は，

旭川はきらら 397，秋田はあきたこまち，

その他 6 地点はコシヒカリとした。移

植日，施肥量は各地の耕種概要による。

また，土壌 N 無機化ポテンシャルは，

試験地 品種

旭川 17.5 ±1.1 9.3 ±0.4 15.4 ±1.2 きらら397 9.0 ±0.7 5/19 ±1
秋田 20.6 ±0.9 7.0 ±0.4 15.8 ±1.2 あきたこまち 8.9 ±2.2 5/15 ±2
水戸 21.2 ±0.9 7.4 ±0.4 15.1 ±1.6 コシヒカリ 9.4 ±0.5 5/07 ±1
富山 21.3 ±0.8 7.6 ±0.6 15.8 ±1.4 〃 10.7 ±1.0 4/25 ±3
松本 21.4 ±1.0 10.2 ±0.7 17.3 ±1.3 〃 9.2 ±1.0 5/21 ±2
松江 22.7 ±0.8 7.5 ±0.7 17.3 ±1.6 〃 8.2 ±0.8 5/07 ±1
佐賀 25.4 ±0.8 7.8 ±0.6 15.4 ±1.9 〃 7.3 ±0.9 6/17 ±3
鹿児島 21.8 ±0.5 6.8 ±0.5 15.6 ±1.2 〃 6.0 ±0.0 4/06 ±3

平均気温（℃） 日較差（℃） 日射量（MJ m-2 d-1)
表1．8地点における水稲生育期間の気象条件と栽培条件（1991～2003年の平均±標準偏差）
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図5. 1991年～2003年における8地点を対象とした圃場スケ

ールの水稲収量モデルによる収量推定値と水稲奨励品種

決定基本調査における実測値。品種，施肥量，移植日は表

1のとおり。 13ヵ年の平均と標準偏差を表示。RMSEは二乗

平均平方根誤差。 
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全国の標準的な値として，Toriyama
（2002)の結果を参考に 7g m-2 とした。

なお，今回の収量推定では，異常温度に

よる不稔発生の影響はモデルは， 466 
~695 gm-2 に及ぶ 8 地点の実測収量の

地域間差異を，二乗平均平方根誤差

（RMSE）41g m-2 の精度で再現した（図

5）。また，村田（1964）と同様に，登

熟期間中の平均気温と日射量あたりの

収量との関係は，実測および推定ともに

上に凸の二次曲線で近似された（図 6）
ことから，本モデルは，収量と日射およ

び気温との相関関係を適切に再現する

もので，広範な環境条件で得られた水稲

収量の変動要因の再解析に有効な手段

となることが示唆された。高温地域にお

ける低収要因には，生育期間の短さ（図

7）とそれによる群落捕獲エネルギーの

少なさが挙げられる。ただし，表 1 に
示すとおり，高温地域においては窒素施

肥量が少ない傾向にあり，このことも収

量の地域間差異に少なからず影響して

いる。そこで，窒素供給が十分な条件（緩

効性肥料を N 成分で 12gm-2 施用，土壌

窒素供給力は 1 作あたり 20gm-2）を想定

し，対象 8 地点 13 ヵ年の気象条件で収

量を推定した。その結果，推定収量は窒

素制限のない条件においても，地域間で

有意に異なったものの，その差異は慣行

窒素条件に比べて著しく小さかった（図

7）。言い換えると，図 6 で示した温度

と収量との関係は，温度以外の要因によ

って誇張されており，気象条件だけによ

る実収量の解析では，温度の直接的な影

響を過大評価する恐れがある。すなわち，

温暖な地域における成長制御や低蛋白を

目指した少肥傾向が，収量の地域間差異

をより顕著にしていることが示唆された。 
 気候資源を十分に活用することによって得られ

る潜在的な収量が地域によってどの程度異なるか

を先のモデルを用いて推定した（長谷川・近藤 

2007）。そのために，各地点の 1991～2003 年の日

平均気温を用いて，生育下限温度を 13℃と仮定し

た場合の可能作付け期間を算出した（表 2）。各地

図7. モデルによって推定された生育日数と収量の関係

(1991～2003年の計算結果の平均値)。ただし●は各地点

の慣行施肥条件，▲は十分な窒素条件での推定収量。 

図6. 登熟期間中の平均気温と日射量あたりの収量（実測

●，推定■）との関係。8地点13ヵ年のデータを表示。 

試験地 移植早限 刈取晩限 日数

旭川 5/19 9/21 125
秋田 5/06 10/17 164
水戸 4/21 10/31 193
富山 4/25 10/31 189
松本 4/26 10/17 174
松江 4/15 11/07 206
佐賀 4/04 11/15 225
鹿児島 3/20 12/01 256

表1．生育下限温度を13℃と仮定した場合の

対象8地点における可能作付け期間．

表 2 生育下限温度を 13℃と仮定した場

合の対象 8 地点における可能作付け期間。
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点の温度資源に適した発育特性を持つ仮想的な品種について，収量ポテンシャルの推定を行った。

ただし，熟性の違い以外はコシヒカリの形質を利用した。また，窒素条件は，前報の多肥条件（緩

効性肥料を N 成分で 12gm-2 施用，土壌窒素供給力は 1 作あたり 20gm-2）と同様とした。 
 気温からみた可能生育期間と多肥条件で達成可能な乾物重の地理的分布は，今日の品種を用い

た慣行施肥における分布パターンとは異なり，温暖な地域の有利性が確認された(図 8)。熟性と施

肥の組み合わせによって， 20～28t ha-1のバイオマス生産が可能と推定された。 
 
4. まとめ 

 これまでのところ，温暖化は水稲生産に対して，北日本がではプラスに，西日本ではマイナス

に働くとの予測が多い。しかし，大気 CO2濃度の上昇，温暖化が水稲の生育，収量に及ぼす相互

作用については未解明の部分が多く，さらなる実験的な解明が望まれる。また，収量の地域性の

モデル解析からは，今日の収量分布が温度の地直接的な影響よりも栽培技術や品種の選択に大き

く依存すること，西南暖地の潜在的な生産性は高いことが示唆された。温暖化による負の影響は

懸念材料ではあるが，負の側面を過剰に取り上げるよりも，水，土地，気候といった地域資源を

有効に活用する技術の視点が，温暖化時の農業生産に重要と考える。 
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水稲の高温障害と水田の微気象環境 

 

農業環境技術研究所 大気環境研究領域 桑形恒男 

 

１．はじめに 
地球温暖化の進行が、水稲の生産性や品質に大きな影響を及ぼすことが懸念されている。

IPCC 第 4次報告書（AR4）によれば、地球全体の平均気温は過去 100 年で 0.74℃上昇し、

今後もこの上昇傾向が続くという予測がなされている。国内においても、2000 年以降の夏

季の異常高温の多発によって、西日本を中心に水稲の高温被害が目立つようになってきた。 

温暖化や異常気象にともなった水稲の生産変動を正確に予測し、それを適応技術に結び

つけるためには、高温気象条件が水稲生産に及ぼす影響や要因を、総合的に検討する必要

がある。 

 
２．水田の微気象環境 
 群落内の気温・湿度や水田水温に代表

される水田の微気象環境は、水稲の生育

や品質に対して大きな影響を与える。水

田水温（地温を含む）は、低温条件下に

おける障害不稔の発生と直接関係し、高

温登熟条件における品質の低下との関連

性も指摘されている。また将来の温暖化

条件で頻発が懸念されている高温不稔の

発生に関しては、出穂・開花時の穂温が

重要な環境要因となる。 

全天日射量
下向き長波放射量
風速

群落上の
気温・湿度

群落内の
気温・湿度穂温

水温

群落構造
（LAI）

葉温

全天日射量
下向き長波放射量
風速

群落上の
気温・湿度

群落内の
気温・湿度穂温

水温

群落構造
（LAI）

葉温

 図１は水稲群落の微気象環境を模式的

に示したものである。ここで矢印は影響

を及ぼす方向を示し、両矢印は相互作用

を意味している。群落内の気温・湿度は

群落上の気象環境と群落構造の両者の影

響を受け、水田水温や葉温、穂温などに影響を与える。逆に群落内の気温・湿度自体も、

水田水温や葉温、穂温などの影響を受けている。ここでは水田水温・地温と穂温の特性に

ついて解説する。 

図１：水稲群落の微気象環境（模式図）。矢印は影

響を及ぼす方向を示し、両矢印は相互作用を意味し

ている。LAI（葉面積指数）は単位土地面積あたり

の葉面積である。 

 
３．水田水温・地温の特徴 
(1) 水田水温・地温に影響を与える環境要因 
 図１にも示したように、水田水温は群落内外の大気と水面との間の熱交換過程によって
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決まり、気象条件と群落構造の両者の影響を受けて変化する。このうち気象条件の影響に

関しては、晴天で日射が強い条件ほど、水田水温は気温と比較して高くなる。風速の増加

は一般に水温の低下をもたらし、低湿度な条件ほど水面からの蒸発による熱損失が多くな

るため水温は低くなる。また日射量、風速、相対湿度が一定の場合は、気温が低い条件ほ

ど水温は上昇しやすい。 
 次に湛水深が水田水温に与える影響について示す。図２は典型的な晴天日における水田

水温の日変化（LAI＝5）であるが、湛水深 20cm の方が 3cm の場合に比べて水温日変化が

小さくなっている。これは深水条件ほど湛水層の熱容量が大きくなり、水温を変化させる

ためにより多くの熱が必要になるからである。ただし水田水温の日平均値は、湛水深によ

る違いは殆ど生じない。 
湛水層は上下方向によく混合されるため、水田では 1 日を通して鉛直方向にほぼ一様な

水温分布となる1。その一方、土壌中では熱は伝導で伝わるため、深くなるほど地温の日変

化振幅は小さくなる（図３）。 
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図２：晴天日における気温と水田水温の日変化

（LAI＝5）。湛水深 3cm と 20cm における結果

を、盛岡での観測結果をもとにして、群落熱収

支モデルにより計算した。 

図３：晴天日における水田水温と地温の日

変化（LAI＝5、湛水深 3cm）。地温の括弧

内の数値は土壌面からの深さを表す。図２

と同一な気象条件。盛岡での観測結果をも

とにして、群落熱収支モデルにより計算。

 
 
 
 
 
次に、群落の発達が水温に及ぼす影響について示す。図４は水田水温（日平均値）の LAI

による変化で、横軸は水田水温と稲がない裸地水温との差を示している。晴天日の風が弱

い条件では、水田水温は群落の発達（LAI の増加）により単調に低下しているのに対し、

ある程度風がある条件では、生育初期（LAI＝１ぐらいまで）については群落の発達と共に

                                                  
1 LAI が 3 以上の群落では、水深 20cm 程度の深水条件で、風が弱い日中に湛水層の上部ほど高温になる

ことがある。 
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水温は上昇し、その後は LAI の増加と共に低下するようになる。群落の発達は水面に入射

する日射量を減少させ、水温を低下させる方向に

働くが、群落内の風速は低下するので、逆にこれ

が水温を上昇させる向きに働く。風がある程度吹

いている条件では、生育初期において後者の効果

の方が勝り、水田水温は稲がない場合よりも高く

なる。一方、曇天日の水田水温は、図４(b)で見

られるように群落の発達による変化は小さく、気

温との間の差も小さい。 

図４：水田水温 wT と裸地水温 w0T の差（いず

れも日平均値）の LAI による変化。 u は地面

から高さ 2.5 m の日平均風速。(a) 晴天日（日

積算日射量 S↓ ≥ 10 MJm-2d-1）と、(b) 曇天

日（ S < 9 MJm-2d-1）における関係（Kuwagata 
et, al., 2008）。 

↓

 
 
(2) 水田水温の推定モデル 
  水田水温は大気と水面との間の熱収支によって決まるため、気温や日射量などの気象デ

ータを用いて推定することができる。高見ほか（1989）は気温、湿度、日射量ならびに LAI
から日平均水温を推定するためのモデルを考案した。このモデルでは群落内の水面におけ

る熱収支式を解いて、平衡水温（日平均値）を計算する。丸山ほか（1998）はこれに簡単

なイネ生育モデルを組み合わせて、イネの生育にともなった水田水温の変化を評価した。

上記のモデルには風速の影響が含まれていないが、著者のグループでは風速の影響を含ん

だモデルを新たに開発した（桑形ほか、2001; Kuwagata et, al., 2008）。このモデルでは始

めに稲がない裸水面の水温を熱収支式によって求め、これに LAI と気象条件に依存した補

正項を加えることによって、群落内の日平均水温を算定する。図４でも示したように、水

田水温と稲がない裸地水温との差は、LAI と気象条件の関数で表すことが可能である。 
以上、水田水温（日平均値）を推定するモデルについて簡単に紹介したが、適切な気象

データと群落情報が得られれば、これらのモデルを利用して±1.0℃以内の精度で、群落内

の日平均水温を評価することができる。これらのモデルでは、灌漑水の水温は考慮してい

ないが、灌漑水の水温が極端に低い場合や漏水が激しい水田では、灌漑水温の影響も考慮

する必要がある。一方、図３に示したような水温や地温の日変化を評価できるモデルもあ

るが、モデルの実行には時別の気象データに加えて、湛水深や土壌の物理的特性などのパ

ラメータが必要となる。 
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４．出穂・開花時の穂温の特徴 
(1) 穂温に影響を与える環境要因 
 穂温も水田水温と同様に、群落内外の大気と穂の間の熱交換過程によって決まり、気象

条件と群落構造の両者の影響を受けて変化する。湛水層と違って熱容量が小さいため、気

象条件の変化に対して、すばやく応答する。また穂温は必ずしも気温と一致するわけでは

なく、日射が強い条件ほど高温となり、強風で低湿度な条件ほど穂温の上昇は抑制される。

これら気象条件に対する応答は、定性的には水田水温の場合と一致している。 
出穂直後の穂はクチクラ層の発達が顕著でなく、蒸散による冷却が生じる。穂からの蒸

散のしやすさは品種による依存性が大きく、それによって穂温が影響を受けることになる。

穂から蒸散のしやすい品種ほど出穂・開花時の穂温は低下するため、そのような品種を選

抜することによって、温暖化によって多発が懸念されている高温不稔による被害を軽減で

きる可能性がある。 
 
(2) 群落熱収支モデルを用いた穂温の推定 
 水稲の開花時刻は 10～12 時前後に集中するため、高温不稔のリスクを調べるためには、

この時間帯における穂温を把握する必要がある。穂温は熱電対温度計（極細）やサーマル

カメラ（赤外線温度計）などを使用して測定することが可能であるが、正確な測定結果を

得るためにはある程度の熟練と手間を要し、またそのような方法では広域的に穂温を把握

することは不可能である。そのため農業環境技術研究所では、群落熱収支に基づいた穂温

の推定モデルを開発した（Yoshimoto et al., 2004）。このモデルでは気温や湿度、日射量な

ど群落外の一般気象データから、群落内の温湿度、水温、葉温の日変化を計算し、それら

計算結果を用いて穂温の日変化が計算できるようになっている。群落に関する情報として

は、LAI や群落の高さに加えて、葉の気孔コンダクタンスと穂の蒸散コンダクタンスの値

が必要となる。モデルによって計算された結果は、実際に測定された穂温の日変化を高精

度で再現することが確認されている。 
 2007 年 8 月は全国的に猛暑となった。特に 8 月 16 日は関東・東海地方を中心に異常高

温に見舞われ、熊谷（埼玉）と多治見（岐阜）では、気象庁の国内における観測史上で最

も高い日最高気温 40.9℃を記録した。これまでの室内実験では開花時の温度が 35℃以上に

なると不稔率が増加し、40℃以上になるとほぼすべての籾が不稔になることが示されてお

り、これまで顕在化していなかった高温不稔が同地域で多発した可能性が懸念された。2007
年 8 月 16 日における日最高気温の分布と、穂温の推定モデルによって計算した同日午前 10
～12 時（開花時間帯）の穂温分布を図５に示す。穂温の地域分布は、日最高気温の分布と

必ずしも一致せず、最高でも 34～36℃程度と推定された。これは、開花時間帯の気温が日

最高気温より低かったことに加え、4 節でも説明したように穂温には気温だけでなく日射量、

風速、湿度といった気象要素も関連するためである。実際、これら地域における不稔率は、

当初心配されていたほど高くならなかった（長谷川ほか，2008）。このように穂温の熱収支
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モデルは、イネの高温不稔のリスクを評価する上で、きわめて有用なツールである。 
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図５：2007 年 8 月 16 日の異常高温イベントにおける、日最高気温の分布（左）と穂温推定

モデルによる同日午前 10～12 時（開花時間帯）の推定穂温の分布（右）（長谷川ほか，2008; 
桑形ほか，2008a）。 

 
 
 
５．水稲の高温影響解析における気象データの利用 
(1) ルーチン気象データ 
水稲の高温影響の解析には、気象庁で展開している地上観測網のルーチン気象データが

利用できる。アメダス（地域気象観測所）は約 21km 間隔で全国に約 850 地点（降水量の

みの観測地点を除く）が分布し、風向・風速、気温、日照時間、降水量の観測が実施され

ている。また全国に約 150 地点ある

地上気象観測所では、上記の要素に

加えて、気圧、湿度、日射量（一部

の地点のみ）などが観測されている。 
インターネットの普及にともな

って、気象データはネットワーク経

由で容易に入手できるようになっ

た。気象庁でも過去のデータをホー

ムページ上で公開している。ただし

これらの気象データを実際に作物

データの解析に利用しようとする

と、データの一次処理などに予想

以上の手間がかかる。農業環境技

術研究所では、主に水稲の高温影

響の解析への利用を目的として、
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図６：「モデル結合型作物気象データベース」の基本構造（桑

形ほか、2008b）。赤枠で囲んだ中央部分（黄色）がデータ

ベース本体に該当する。地上気象観測所についても、1961
年以降の日別データが収納されている（図中では省略）。 
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作物気象データベース（「モデル結合型作物気象データベース」）を開発した（図６）。この

データベースを既存の作物データや栽培試験データと組み合わせれば、水稲の高温影響を

解析するために必要なデータセットを、容易に作成することができる。データベースには

全国アメダス地点（約 850 地点）における 1980 年以降（地域によっては 1976 年以降）の

日別気象データが収納されていて、アメダス各地点における日射量、湿度、蒸散要求量の

推定値も収納されている。データベース本体に「物理環境モデル」と「生育モデル」が組

み込まれていて、水稲の稔実や登熟に影響を及ぼす水田水温（日別値, Kuwagata et, al., 
2008）や出穂・開花期における穂温の日変化（Yoshimoto et al., 2004）、主要品種の生育

ステージや LAI（葉面積指数）などを推定することができる。本データベースは来年の 3
月に web 上で公開予定である。 

 
(2) 水田微気象の観測 
 アメダスなどのルーチン気象データは、容易に入手できる反面、観測点自体が調査水田

から離れている場合も多い。またこれら気象観測点の多くは都市部に位置しているため、

都市のヒートアイランドの影響で、周辺の水田や畑地に比べて気温が高めであることが多

い。2008 年 8 月に群馬県館林周辺で調べた結果、街中のアメダス地点の気温は、郊外にあ

る群馬県農業技術センターに比べて、日最高気温で約 1.8℃、最低気温で約 1.0℃も高温で

あった（いずれも月平均値、桑形ほか、2008a）。 
 調査対象となる水田の正確な微気象環境を知

るためには、自前で気象観測を実施する必要が

ある。近年、安価で便利な温度センサー付きデ

ータロガーが市販されるようになったので、そ

れほど多額の予算と手間をかけなくとも、水田

群落内外の気温や水温を測定することが可能と

なった。ここでは、最近、著者のグループで開

発した水稲群落の気温・水温簡易測定システム

について紹介したい（写真１）。 
 このシステムを用いると、群落直上の気温・

湿度に加えて、群落内（穂の高さ）の気温と水

田水温を高精度で測定することができる。群落

直上の温湿度センサーと群落内の温度センサー

は、日射の影響を避けるために２重の塩ビ管の

中に収納され、DC 起動のファンで強制通風され

ている。ファンの電源は乾電池で、1 週間程度の

連続通風が可能である（バッテリーや AC 電源

に変更することも可能）。1 台のデータロガーに

写真１：水稲群落の気温・水温簡易測定シ

ステム。水温センサーは群落に隠れている。

後側に見える白い装置は日射計（右）と長

波放射計（左）。 
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は 16000 データが保存でき、専用のデータ回収器を用いて、遠隔操作（最大距離は 100m
程度）でデータを入手することができる。1 台の製作に必要な経費は 10 万円程度（データ

回収器は除く）で、きちんとキャリブレーションを実施すれば、±0.2℃程度の精度で対象

水田における気温や水温の日変化を測定することできる（湿度の測定精度はやや低い）。 
 気温・湿度、水田水温以外で、水稲の生産や品質に影響を及ぼす微気象環境としては、

日射量や光合成有効放射量、風速などが上げられる。前者の２つは群落の光合成と直接関

係し、また日射量と風速については、３～４節でも述べたように群落と大気間の熱交換を

通して、水温や葉温、穂温などに影響を与える。 
最後に測器の基本的な原理について簡単に説明する。温度計については、温度によって

センサー部の電気抵抗が変化する原理を用いたものが一般的であり、白金抵抗体やサーミ

スター素子などが使用される。湿度計は一般的に、センサー部の静電容量が相対湿度によ

って変化する原理を利用している。静電容量型の湿度センサーは特に高湿条件で測定精度

が低下することが知られており、より高精度で湿度を知りたい場合には、通風乾湿計が利

用される。日射計については、ガラスドームで覆われた黒色の受感部温度が日射に比例し

て上昇する仕組みを基本原理としている。また精度は落ちるが、光電素子を用いた安価な

タイプもある。風速計については三杯式やプロペラ型など、風速の強さを受感部の回転速

度に変換する形式が一般的であるが、群落内の微風速や 3 次元的な風の乱れを測定する目

的で、超音波風速計や熱線風速計なども利用される。気象測器の測定原理や方法について

は、関連した専門書や技術書などを参照されたい。 
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