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　　研修課題名：水稲の高温登熟障害対策技術

　１．研修期間：平成２５年９月１８日（水）～９月２０日（金）　

　２．実施場所：九州沖縄農業研究センター筑後・久留米研究拠点（筑後）
　　　　　　　　　福岡県筑後市大字和泉４９６

　３．研修内容

9月20日

9:00-
9:50

(50分)

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室

講義・
実習

森田　敏（座長）
ほか各講師

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室

収穫前の玄米横断面の画像解析により乳心
白粒の多発を推定する装置の実演・実習を
行う。

12:00-
12:10
(10分)

アンケート調査
閉会式

研修生に対し、研修に対する評価等につい
てアンケート調査を実施する。

九州沖縄農研セン
ター

研究領域長ほか

長田健二
（近中四農研）

胴割れ米の発生要因と対策についての最新
の知見を解説する。

胴割れ米の発生要因
と対策

10:00-
10:30
(30分)

乳心白粒の多発を推
定する装置

江原崇光
（ケツト科学）

森田敏
（九州沖縄農研）

講義

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室

討議
10:40-
12:00
(80分)

15:30-
16:20
(50分)

9月19日

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室

講義

福岡県における耐性品種導入や栽培法改善
による被害軽減の効果と今後の課題につい
て，具体的な事例を基に紹介する。

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室

丸山篤志
（中央研）

早期・普通期水稲における気象災害と収
量・品質安定技術について、特に南九州で
の最新の知見を踏まえて解説する。

高温障害回避に向け
た水管理法および稲
体温度の測定法

講義

土作りによる高温登
熟障害の回避技術

土作りによる高温登熟障害の回避技術につ
いて、最新の知見を解説する。

11:10-
11:50
(40分)

講義・
実習

フェーンによる乳白
粒発生メカニズムと
水稲の水分状態計測

高温登熟障害の克服
に向けた福岡県の取
り組み

白未熟粒発生予測モ
デル

14:10-
15:00
(50分)

温暖化、気候変動の将来予測に関する最近
の知見について解説する。

講義
桑形恒男

（農環研）

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室

水稲の生育状態と気象条件をパラメータと
した白未熟粒発生予測モデルについて解説
と実演を行う。

フェーン（高温乾燥風）による乳心白粒の
発生メカニズムに関する最新の知見を解説
するとともに、水稲の水分状態計測の実習
を行う。

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室

研修の趣旨・目的及び日程等の説明・自己
紹介

講義

森田　敏
（九州沖縄農研）

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室

講義
水稲高温登熟障害の発生状況と発生メカニ
ズム、対策技術の概要を解説する。

14:00-
14:20
(20分)

水稲高温登熟障害の
克服に向けた対策技
術

開会式・説明・自己
紹介

九州沖縄農研セン
ター

研究領域長ほか

14:20-
15:10
(50分)

高温登熟耐性を備え
た水稲品種の遺伝と
育種

北川　壽
（九州沖縄農研）

講義

佐藤宏之
（九州沖縄農研）

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室

高温登熟耐性水稲品種の育成状況や耐性検
定方法について最新の知見を解説する。

暖地水稲の安定生産に向けた有機物及び一
発肥料の施用法に関する最新の知見を解説
する。

講義

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室

8:40-
9:50

(70分)

16:20-
17:10
(50分)

和田博史
（九州沖縄農研）

講義
金田吉弘

（秋田県立大学）

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室・
所内圃場

講義・
実習

講義・
実習

16:10-
17:00
(50分)

早期・普通期水稲に
おける気象災害と品
質安定技術

若松謙一
（鹿児島県農総セン

ター）

15:20-
16:10
(50分)

脇山恭行
（九州沖縄農研）

温暖化の将来予測に
関する最近の知見

宮崎真行
（福岡県農総試）

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室

講義全体を踏まえた総合的な質疑応答を
行った上で、受講者それぞれの普及現場に
おける水稲高温登熟障害の実態や対応状況
等について紹介してもらうとともに、研修
内容を踏まえた今後の対応のあり方や想定
される具体的活用方法、普及上の課題につ
いて討議する。

13:00-
14:10
(70分)

10:20-
11:10
(50分)

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室

高温障害の回避に向けた水管理法について
稲体温度特性に基づいて解説するととも
に、稲体温度の測定法の実習を行う。

総合討議

9月18日

九州沖縄農
研センター
（筑後）情
報交流室・
所内圃場

暖地水稲の安定生産
のための有機物及び
一発肥料の施用法

実施場所月日 時間 研修科目 概要　※１
方法
※２

講師役職又は氏名



水稲高温登熟障害の克服に向けた対策技術 

九州沖縄農業研究センター 

森田 敏 

 

１．はじめに 

2010 年には 7 月下旬から 9 月上旬にかけての長期間、全国の広い範囲で猛暑に見舞われ

た。このため多くの品種・地域で高温登熟障害が発生し、１等米比率は全国平均で 62％と、

直近 10 年間の平均値である 77％に比べて大幅に低下した。2013 年においても、7 月から 8

月にかけて 2010 年に勝るとも劣らない高温が続き、特に 8 月中旬はこれまでの記録を塗り

替える猛烈な高温が続いた。近年、このような高温年の頻度が高まっており、その背景と

して地球温暖化の影響も示唆されている（気象庁 2013；本研修のテキスト「温暖化の将来

予測に関する最近の知見」参照）。このため、今後さらに高温の程度と頻度が高まることが

想定され、水稲の高温登熟障害の対策を早急に確立する必要がある。本稿では、高温登熟

障害の症状と発生条件・メカニズム、そして対策の概要を解説する。 

 

２．高温による玄米品質低下の症状 

玄米はその外観品質により、整粒、未熟粒、被害粒、着色粒、死米に分類され、整粒歩

合 70％以上が 1 等、60％以上が 2 等、45％以上が 3 等のそれぞれ必要条件である。登熟前

半にあたる出穂後 20 日間の日平均気温が 26℃前後を超えると、未熟粒のうち玄米の一部が

白濁した「白未熟粒」が急速に増加し始める。その増加程度は 1℃で約 10％というデータ

も得られており (森田 2005)、2010 年の 2～3℃の気温上昇は、等級を 2 つ近く下げるイン

パクトがあったと考えられる。 

また、被害粒の一つである「胴割粒」は、後述するように登熟初期の高温で増加するこ

とも明らかになっている（長田ら 2004）。このほか、白未熟粒に並ぶ主要な落等要因であ

る「充実度の低下」（未熟粒の一つである「その他未熟粒」にあたる）にも高温の影響が認

められている。 

 

３．高温登熟障害の発生条件とメカニズム 

白未熟粒のうち、玄米の背側（胚と反対側の側面：登熟後期にデンプンが蓄積する部位）

が白濁する背白粒と基部未熟粒（図 1）は、登熟期の高温そのもので発生する。また、稲体

窒素濃度、特に玄米窒素濃度が低い場合にこれらのタイプの未熟粒が増加する（Morita et al., 

2005b, 若松ら 2008）。一方、玄米横断面の内側 (登熟初～中期にデンプンが蓄積する部位）

が白濁する乳心白粒は、主に日照不足により発生する (長戸 1952) が、登熟期の異常高温 
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(若松ら 2010）や高温乾燥風 (石原ら 2005, 大谷・吉田 2008, Wada et al. 2011) でも発生す

ることが明らかになっている。日照不足による乳白粒は、籾数、特に弱勢穎果が多い場合

に増加し (小葉田ら 2004)、稲体窒素濃度との関係はしばしば不明瞭になる (Morita et al. 

2005b)。 

いずれのタイプの白未熟粒においても、白濁部ではデンプンの蓄積が不十分なためにデ

ンプン粒間に隙間ができ、光が乱反射することで白濁して見える。このため、各タイプの

白未熟粒の白濁部で、なぜデンプン蓄積が不良になるのかを明らかにすることがメカニズ

ム解明の重要なポイントになる。 

背白粒・基部未熟粒については、①背側で白濁、②高温で助長、③窒素不足で助長とい

う現象をつなぎ合わせると、玄米の炭水化物受入能力（デンプン合成能力や玄米背部維管

束等の転流能力）が高温かつ窒素不足条件で早期に低下するために、登熟後半にデンプン

が蓄積される背側が白濁すると考えられる。その具体的なメカニズム解明は今後の課題で

あるが、高温条件下の背白粒および基部未熟粒の発生に関わる QTL (小林ら 2007) との関

連性も視野に入れる必要がある。 

一方、乳白粒では、①玄米内側で白濁（外側は透明化）、②日照不足（＋高温）で助長、

③籾数増加で助長という現象をつなぎ合わせると、小葉田ら (2004) や Tsukaguchi et. al 

(2011) が指摘したように、籾数が増加したり登熟期の光合成が減少したりして一籾あたり

の炭水化物供給量が一時的に不足することで、登熟初～中期にデンプンが蓄積する玄米内

側が白濁すると考えられる。これに関連して小葉田ら (2011) は、28℃の穂培養で評価でき

る粒重増加速度ポテンシャルが大きい品種で乳白粒になりやすいことを示し、高温による

乳白粒発生の品種間差にシンク側の急激な炭水化物需要の高まりがあることを考察した。

一方、胚乳内のα－アミラーゼの活性が高温によって高まることでデンプンから糖への分

解が促進されて乳白粒が発生すること、高温条件でもα－アミラーゼの遺伝子発現が抑制

されると乳白粒の発生が減少することが示されている (Hakata et al. 2012)。さらに、登熟初

中期の高温乾燥風が原因になっている乳白粒の発生メカニズムについては、乾燥ストレス

に対する植物共通の適応戦略である「浸透調節機能」が関係していることが強く示唆され

ている（Wada et al., 2011；テキスト「フェーンによる乳白粒発生メカニズムと水稲の水分状

態計測」参照）。今後は、これらのメカニズムの相互の関連性、例えば一籾あたりの炭水化

物供給量とα－アミラーゼの活性あるいは浸透調節機能との相互関係など、さらに詳細な

検討が必要であろう。 

このほか、リン脂質代謝酵素であるホスホリパーゼ D 遺伝子の発現を抑制あるいは欠失

した系統では、高温による白未熟粒の発生増加が抑制されることが最近明らかになってい

る (山口ら 特願 2011-053487)。この研究では、高温登熟条件では種子内の活性酸素が増加

するが、これらの系統ではほとんど増加しないことが示され、その中のいくつかは遺伝子
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組換え体ではなくレトロトランスポゾン Tos17 が PLDb2 に挿入された突然変異系統である

ため、高温耐性品種の育種素材としての活用も期待される。 

また、背白粒、乳白粒の発生要因の詳細や品種間差異については、テキスト「早期・普

通期栽培における気象災害と品質安定技術」を併せて参照されたい。 

胴割粒は、基本的には登熟後半の降雨や乾燥で玄米水分が急激に変化して、胚乳の成長

や収縮が不均一となるために発生するとされる。近年の研究で、登熟初期にあたる出穂後

10 日間の特に日最高気温が高い場合に増加し (長田ら 2004)、「はなの舞」、「ハナエチゼン」、

「にこまる」、「ひめのまい」、「塩選 203 号」といった品種が高温条件でも胴割れしにくい

こと (長田ら 2013) が明らかになった。今後、これらの品種間差異のメカニズムの解明が

期待される（テキスト「胴割れ米の発生要因と対策」参照）。 

 充実度については、新たな数量的評価法が提案され、高温耐性品種「にこまる」では

「ヒノヒカリ」よりも充実度が低下しにくいこと (森田 2009, Yonemaru and Morita 2012)、

穂揃期に枯葉が少ないほど充実度が低下しにくいこと (森田ら 2010) が示されている。充

実度と関連のある知見としては、特に高夜温により胚乳細胞の成長が抑制されて玄米が扁

平になる (粒厚が低下する) ことが報告されている (Morita et al. 2005a)。今後、多数品種の

評価および発生メカニズムの解明を進める必要がある。 

 なお、高温や日照不足、高温乾燥風により規格外米が多発した場合に農業共済制度の適

用を受けるためには、収穫前に品質低下を予測する必要がある。本研修では、品質予測技

術の研究進展についても紹介する（テキスト「白未熟粒発生予測モデル」、「乳心白粒発生

予測装置」参照）。 

 

４．高温登熟障害の対策技術 

 高温登熟障害の対策技術は、図 2 に示したように、まず、高温回避型（高温を避ける）

と高温耐性型（高温に耐える）に分類できる。インフルエンザに例 6 えると、高温回避型

はウィルスが体に入るのを防ぐマスクの考え方であり、高温耐性型はウィルスに感染して

も症状が軽減されるワクチン接種の考え方である。また、別の視点、具体的には技術のタ

イミングによる分類として、予防型（高温になる前に施す）と治療型（高温になってから、

あるいは高温のリスクが高まってから施す）に分類することができる。これもインフルエ

ンザに例えると、予防型はワクチン接種、あるいは普段から体力をつけて耐性を高めてお

くなどの考え方であり、治療型はインフルエンザ治療薬や解熱剤などの考え方である（森

田、2011）。以下、現在進められている対策技術について、上記の分類を踏まえて概説する。 

 

１）遅植え 

移植を遅くすることで秋涼しくなってから実らせる（高橋 2006）という高温回避型の代

3



表的な技術である。高温年になるのかどうかわからない作付け時期に決める必要があるた

め、予防型である。年によっては、冷夏になったり、高温のピークが遅くなったり、ある

いは台風が来ることもあるため、効果が出ない、場合によっては逆効果になるリスクもあ

る。温暖化の進行に伴って、年々の気象条件の変動幅が増大しているという指摘もあるた

め、遅植えは長期的な登熟気温の上昇に注目した確率論的な技術であり、長い目で見て効

果が顕れる類の技術だと言える。 

なお、遅植えを行うと、出穂までの日数が短くなって生育量、特に穂数が減少傾向にな

る一方で、幼穂形成期に高温となりやすいため、地力が高い圃場では窒素発現量が増加し、

倒伏のリスクが高まる。このため、品種特性や施肥法との組み合わせを考慮する必要があ

る。福井県では、9 月初旬まで高温が継続した 2010 年においてもコシヒカリの品質維持に

成功したが、その要因の一つに、遅植えと後期重点型緩効性肥料との組合せが挙げられて

いる。後期重点型緩効性肥料は、生育前半の窒素発現を抑制することで倒伏のリスクを回

避しつつ、登熟期の稲体窒素濃度を高めることによって背白粒・基部未熟粒の発生を抑制

したと考えられている。 

 

２）水管理 

 潅漑水温が低い地域では、かけ流し潅漑（特に夜間）が圃場温度を下げて品質低下が抑

制されるという知見が得られている（永畠ら 2005；テキスト「高温障害回避に向けた水管

理法および稲体温度の測定法」参照）。この場合の水管理技術は、高温回避型と高温耐性型

の効果を持つ治療型の技術と言える。潅漑水温がそれほど低くない場合にどのような水管

理が適切かについては、今後の課題である。なお、登熟期の水温（地温）そのものが玄米

品質に及ぼす影響はそれほど大きくなく、むしろ出穂前の高水温で登熟が悪影響を受けた

という報告（Arai-Sanoh et al. 2010） があるため、水管理技術は、あらかじめ根の活性を高

めておくという高温耐性型・予防型技術になる可能性がある。 

 

３）耐性品種 

高温耐性型かつ予防型に分類される重要な技術として、耐性品種の利用がある（テキス

ト「高温登熟耐性を備えた水稲品種の遺伝と育種」参照）。九州沖縄農研で 2005 年に育成

された「にこまる」は、ほぼ同熟期の「ヒノヒカリ」に比べて特に高温年で玄米品質が優

り、収量は常に「ヒノヒカリ」より約１割多収となる。食味も極めて良く、これまで穀物

検定協会の「米の食味ランキング」で特Ａになることが稀であった九州において、長崎県

の「にこまる」は 2008 年産以降、5 年連続で特Ａにランク付けされた。まさに収量、品質、

食味の三拍子の揃った品種と言えるが、これを実現している大きな理由として、「にこまる」

の優れた登熟が挙げられる。その生理的背景としては、登熟に貢献するとされる穂揃期の

茎内炭水化物が「ヒノヒカリ」より 3 割ほど多いことが指摘されている（Morita and Nakano, 
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2011; 図 3）。 

他にも福岡県の「元気つくし」、佐賀県の「さがびより」、熊本県の「くまさんの力」、山

形県の「つや姫」、富山県の「てんたかく」、石川県の「ゆめみづほ」、福井県の「ハナエチ

ゼン」、千葉県の「ふさおとめ」など、いずれの耐性品種も高温年での高品質が実証されて

いる。「元気つくし」については、「にこまる」と同様に穂揃期の茎内炭水化物が多いこと

に加えて、糖の転流能力が高いことが新たに指摘されており（Miyazaki et al. 2013）、高温

耐性のメカニズムとして注目される。 

背白粒、基部未熟粒や胴割粒の発生程度の品種間差は明瞭で、これらに関連する遺伝子

も特定されつつある。今後、このような遺伝子レベルの研究が、より耐性の強い品種育成

の迅速化に大きく貢献すると期待される。 

 

４）土づくり 

耐性品種と同じ分類となるが、高温耐性型かつ予防型の技術として、土づくりが挙げら

れる。農水省の平成 22 年度高温適応技術レポートでは、堆肥やケイ酸質資材の投入により

地力向上を図る土づくりの効果が、他の技術に比べても高い傾向が認められたが、その一

方で実施された地域はわずかであったことも示されている。新潟県では、深耕を含む土づ

くりを図っていた圃場で高品質となる傾向が認められ、宮崎県でも遮根シートの深さを変

えた試験で、根が深くまで達するほど乳白粒歩合が低くなるという関係が見出されている

（平成 24 年度農政課題解決研修（革新的農業技術習得支援事業）地球温暖化対策研修Ⅱ「水

稲の高温登熟障害対策技術」P47-56参照）。なお、土づくりの効果についての詳細は、テキ

スト「土作りによる高温登熟障害の回避技術～根圏環境改善とケイ酸・窒素がコメの品質

向上に及ぼす効果～」を参照されたい。 

 

５）施肥法 

高温登熟条件で増加する背白粒・基部未熟粒、胴割粒、充実度の低下には、程度の差こ

そあれ、登熟期の稲体窒素濃度が関係している。また、乳白粒については、籾数過多の影

響が認められることから、幼穂形成期の稲体窒素濃度の関連が示唆される。これらのこと

から、幼穂形成期以降の稲体窒素栄養状態を大きく左右する穂肥の施用法が、高温登熟障

害の対策技術として、重要な位置づけとなると考えられる。実際に、各地域で高温登熟障

害対策としての施肥法が提案されている。 

例えば福岡県では、穂肥として緩効性肥料を施用し始めているほか、穂肥時期をこれま

でより遅らせ、出穂前 7 日頃に実施することを提案している（テキスト「高温登熟障害の

克服に向けた福岡県の取り組み」参照）。また、滋賀県では、穂肥の 1 回目の減少と 2 回目

の増加により籾数の抑制と登熟期の窒素栄養維持を図り、高温年で品質が高位安定するこ

とを実証している。 
九州沖縄農研では、週間天気予報と 1 ヶ月予報、およびこれらの中間にあたる異常天候
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早期警戒情報（発表日の 5 日後から 14 日後の期間の気象予測情報）を参考にして穂肥量を

決定する「気象対応型栽培法」（森田 2011；図 4）の検討を進めている。この場合には、気

象予測が出て穂肥量を決めるので、高温耐性型かつ治療型の技術となる。具体的には、1）

日照不足が予測される場合は乳白粒が発生することが懸念されるため、乳白粒の発生を助

長する籾数過多を回避するために「控えめな穂肥」、2）高温多照が予測される場合は背白

粒・基部未熟粒の多発が懸念されるため、これらの未熟粒の発生を助長する窒素不足を回

避するために「十分な穂肥」という 1）と逆の対応が必要となる。2010 年には九州の普通

期では、穂肥時期に出穂前後の異常高温が予測されため、合計 6kgN/10a という思い切った

穂肥を行ったところ、2kgN/10a の慣行栽培に比べて「にこまる」の等級が１つ上がって 1

等になり、収量は半俵増加、玄米タンパク含量は上がったものの食味官能値の低下は認め

られなかった。 

今後は、本技術の普及に向けて、穂肥時の水稲の生育状態と気象予測情報によって施肥

量を決定するモデルの開発を図りたい。なお、普及が拡大している緩効性肥料については、

温暖化の進行を考慮して適切なタイプを選択しつつ（テキスト「暖地水稲の安定生産のた

めの有機物及び一発肥料の施用法」参照）、年次によっては気象・生育情報に対応した追肥

を行うことも重要だと考えている。 

 

５．おわりに 

本稿では高温登熟障害における外観品質の低下に注目したが、外観品質が著しく低下す

ると、炊飯米の食味にも悪影響があることが明らかになってきた（平成 24 年度農政課題解

決研修（革新的農業技術習得支援事業）地球温暖化対策研修Ⅱ「水稲の高温登熟障害対策

技術」P31-40 参照）。したがって、高温登熟条件では、食味の維持・向上の観点からも、施

肥管理など外観品質を高める技術を駆使することが重要となる。 

 温暖化環境でも収量・品質・食味を高めるためには「優れた登熟」がポイントとなる。

水稲の登熟を高めるための生理研究、品種・栽培法の開発はまだ道半ばであり、その道も

決して平坦ではないが、不良気象条件においても「優れた登熟」を実現できるようにさら

に研究・技術開発を進める必要がある。 
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       図 2 高温登熟障害の対策技術の考え方による分類 

図1 乳白粒と背白粒および基部未熟粒の外観と断面（森田原図）
注１）下段はそれぞれ上段の点線部分の切断面（横断面）
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図 3 茎内炭水化物の貯金が多いことが「にこまる」の良好な登熟性に貢献している 

         図 4 気象対応型栽培法の考え方 

高温で登熟
スピード上昇→
同化産物不足

寡照で
光合成低下



高温登熟耐性を備えた水稲品種の遺伝と育種 

九州沖縄農業研究センター 

佐藤宏之 

1. 高温耐性品種の開発 

水稲品種に望まれる高温耐性には、①白未熟米の発生等に代表される高温登熟耐性、②胴

割れ耐性、③高温不稔耐性の 3 つがあげられる。本稿ではこれらのうち、日本各地で耐性品種

が育成され始め、利用可能な状況になってきている①高温登熟耐性品種の開発状況について

述べる。 

 

1)日本全国で育成されている高温登熟耐性品種 

     近年、全国的に高温が観測されるようになり、東北から九州にかけて広い地域で高温登熟耐

性品種が育成されている（図 1）。なお、これらの品種のうち、多くの品種は、北陸及び高温による

被害が顕著な九州で育成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)九州を中心とした暖地の高温耐性品種育成の現状 

 西日本の温暖地・暖地では、最近の気候温暖化傾向により、8 月から 9 月にかけての水

稲登熟期が高温になる年が多く、それが原因で起こる白未熟粒の増加や充実不足による米

の品質低下が問題となっている。特に九州地域では一等米比率が 50%未満となる状況が数

年連続で続いており、事態は深刻である。この原因として、九州の水稲作付けの 60%近く

を占める主力品種の「ヒノヒカリ」が、高温条件では白未熟粒多発や充実不足を招きやす

いことが被害を拡大させていると考えられる。この対応策として、品種育成の面からは、

①ポスト・ヒノヒカリとなる高温登熟耐性品種の育成、②高温遭遇を回避する晩生品種の

育成の２つが考えられる。 

図 1.高温登熟耐性水稲品種の育成状況一覧（平成 25 年 6月現在） 

元気づくし 

三重 23 号 

むさしの１号 

笑みの絆 

ふさおとめ 

てんたかく 

こしいぶき 

つや姫 

中国 201 号 

にこまる 

 
 

 

さがびより 

みずかがみ 

おいでまい 

注）青字：各県で育成された品種 
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写真１ 2010 年育成地産玄米  

左：にこまる 右：ヒノヒカリ 

　収2800

北陸100号 キヌヒカリ

北陸96号
（ナゴユタカ） きぬむすめ
愛知56号Ａ

（月の光） 愛知92号

ミネアサヒ （祭り晴） にこまる
北陸122号
（キヌヒカリ） 収4885
北陸120号 （どんとこい）

北陸174号
東北125号
（コガネヒカリ） 収4695
中部41号
（チヨニシキ）

図2　きぬむすめ、にこまるの系譜

 

１）高温登熟耐性品種の育成 
 （１）きぬむすめ（2005 年）組合せ：愛知 92 号（祭り晴）／キヌヒカリ 
 日本晴よりやや遅い熟期で、温暖地では早生の晩に属する。収量性は日本晴にやや優る。

育成地での玄米品質は「日本晴」並で高温登熟耐性も「中」程度で特に高い評価ではない。

しかし、近畿・中国・四国地域の品種選定連絡試験で、安定して高い品質、収量を示し、

食味もヒノヒカリ、コシヒカリ同等と評価された（梶ら 2009、春原 2009）。現在、和歌山、

大阪、兵庫、鳥取、島根、山口の各府県で奨励または認定品種に指定され、主として平坦

部のコシヒカリ代替として導入されている(図 3)。これらの普及地帯では 2010 年の高温気

象下でも「コシヒカリ」「ヒノヒカリ」より高い一等米比率を示し、現場での品質改善効

果が確認された(表 1)。また岡山県、愛媛県等数県で産地品種銘柄として作付けされている。 
（２）にこまる（2005 年）組合せ：は系 626（きぬむすめ）／北陸 174 号  
ヒノヒカリより出穂期は 3 日程度遅く、暖地では中生の中ないし晩に属する。収量性は

ヒノヒカリを約 8%上回る多収である。玄米品質は「ヒノヒカリ」に明らかに優り高温で

の未熟粒発生も少ない（坂井ら 2010）。2010 年の高温気象下でも栽培された各府県で「ヒ

ノヒカリ」より明らかに高い一等米比率を示し、現場での品質改善効果が確認された(表 1、
写真 1)。食味はヒノヒカリ並以上に良好で、長崎県産の「にこまる」は穀物検定協会の「米

の食味ランキング」で最高ランクの「特 A」評価を平成 20 年度から 5 年連続で受けている。

また各地の米食味コンテスト等でも多数上位入賞を果たし、食味の良さも実証されつつあ

る。現在、長崎、大分、静岡、愛媛の 4 県で奨励または認定品種に指定されており、また

関東、北陸以南の計 14 府県で産地品種銘柄として作付けされており（図 4）、ヒノヒカリ

にかわる西日本の基幹品種となり得る可能性もある。 
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（３）はるもに（2011 年）組合せ：関東 IL2 号／西海 249 号 
 ヒノヒカリよりやや遅い熟期で、暖地では中生の中に属する。本品種の最大の特長は、

高温登熟耐性のみならず病害虫の抵抗性をも両立していることである（図 5）。すなわち

トビイロウンカ抵抗性遺伝子 bph11、縞葉枯病抵抗性遺伝子 Stvb-i、穂いもち抵抗性遺伝子

Pb1 の３つを合わせ持っている。収量性はヒノヒカリ並かやや優る程度で「にこまる」に

は及ばないが、玄米品質および高温登熟耐性は「にこまる」並に優れ、食味は「ヒノヒカ

リ」と遜色がない（表 2)。品種登録出願から日が浅く、普及はまだこれからの品種である

が、特別栽培米栽培地域での試作が行われている（田村ら 2011）。 
 
 
 

表１．高温耐性品種（主要産地品種銘柄別）の１等米比率の推移

20年産 21年産 22年産 23年産 24年産 平均

島根 きぬむすめ 91.0       95.0       51.6       55.1 80.8 74.7       
コシヒカリ 65.0       84.0       44.6       59.9       61.3 63.0       

長崎 にこまる 1.0         12.0       36.4       34.8 29.2 22.7       
ヒノヒカリ 3.0         20.0       2.3         26.7 8.3 12.1       

熊本　 にこまる 92.0       91.0       91.9       91.8 84.6 90.3       
あきまさり 18.0       42.0       47.5       71.6 60.2 47.9       
ヒノヒカリ 28.0       57.0       17.3       53.3 39.7 39.1       

佐賀 さがびより 93.1       79.5       86.0 87.5 86.5       
ヒノヒカリ 64.0       11.7       69.5 35.5 45.2       

資料：農林水産省「米の検査結果」

産地品種銘柄

奨励・認定品種(7府県）

産地品種銘柄(4県）

図 3 きぬむすめの普及地帯(平成２5 年) 図４ にこまるの普及地帯(平成２5 年) 
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図 5 はるもにの系譜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
（４）元気つくし（2009 年福岡）組合せ：ちくし 46 号（つくしろまん）／つくし早生 
出穂期は、「ヒノヒカリ」より 6～10 日程度早く、暖地では早生で収量は「ヒノヒカリ」

と同程度である。温水潅漑による高温登熟耐性の評価試験での白未熟粒発生が「ヒノヒカ

リ」より明らかに優れる。また食味も良好で育成地では「ヒノヒカリ」を上回る評価を得

ており、冷飯や古米でも食味が低下しにくいとされる（和田ら 2010）。 
（５）さがびより：2009 年佐賀県育成 組合せ：佐賀 27 号／愛知 100 号  
ヒノヒカリより出穂期で５日程度遅い「中生の晩」で、稈長がヒノヒカリより短い。収量

性は「ヒノヒカリ」より 10%多収で品質も上回り、食味も同等であるが、葉いもちに「弱」

で耐病性はやや劣る。佐賀県では平成 22 年に 4300ha の作付けがあり「ヒノヒカリ」から

の品種転換が進んでいる（広田ら 2009）。 
（６）くまさんの力（2008 年熊本）組合せ：ヒノヒカリ／北陸 174 号 
ヒノヒカリより出穂期で 2 日程度遅い「中生の中」で、稈長がヒノヒカリより短い。収量

性は「ヒノヒカリ」よりやや多収で品質も上回り、食味も同等とされる（藤井ら 2009）。

（７）おてんとそだち（2011 年宮崎）組合せ：南海 149 号／北陸 190 号 
ヒノヒカリより出穂期で 3 日程度早い「中生の早」で、稈長がヒノヒカリより 10cm 以上

短い短稈で倒伏にも強い。育成地での収量性は「ヒノヒカリ」より 8%多収で、高温登熟

耐性も「強」にランクされ品質も上回る。食味は「ヒノヒカリ」とも同等とされる。平成

23 年度から宮崎県内で普及が始まっている（永吉ら 2011）。 
 

２）高温遭遇を回避する晩生品種の育成 
（１）あきさやか(2002 年) 組合せ：西海 195 号/北陸 148 号 
ヒノヒカリより成熟期で 15 日遅い「晩生の晩」で福岡県の平坦部で「ヒノヒカリ」との熟期分

散のための晩生種として作付けされていた。しかしながら，「あきさやか」は米粒がやや小さく，地

域によっては収量が安定しないことがあり，2013 年より福岡県の奨励品種から廃止された。 

（２）あきまさり（2005 年）組合せ：南海 127 号/西海 203 号（あきさやか） 
ヒノヒカリより成熟期で 15 日遅い「晩生の晩」で、熊本県及び大分県でそれぞれ奨励・認

定品種として普及。「あきまさり」は「あきさやか」の粒大を改良した品種であり、登熟性に優れて

おり「あきさやか」以上の安定多収性を持つと考えられる。 

 

愛知40号

コシヒカリ

IR31917-45-3-2 関東IL2号

O. o fficinalis IR54742

IR31917-45-3-2

ヒノヒカリ はるもに
九系919 (西海267号)

西海249号

関東156号

関東178号

コシヒカリ

（黄金晴） ヒノヒカリ

（関東BPH1号）

（西海199号） 南海131号

（あきげしき）
ヒノヒカリ

（トビイロウンカ抵抗性）

（いもち病＋縞葉枯病抵抗性）

注）O.Officinalisは野生種
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図 6 あきさやか、あきまさりの系譜 

 
 
（３）あきほなみ（2008 年鹿児島）組合せ：(南海 107 号/西海 201 号)F6//越南 179 号 
かりの舞よりやや晩生でヒノヒカリよりかなり晩生となり、高温登熟を回避できる可能性

が高い。千粒重が大きく収量性、品質は「ヒノヒカリ」に優り食味は同等とされる。いも

ち病真性抵抗性(Pita-2)を持つ（若松ら 2009）。 
以上述べた品種の主要特性は表２に示した。 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.高温登熟耐性の検定法 

 高温登熟耐性の検定法としては、①作期の早進により登熟期を高温に遭遇させる方法、

②ガラス室やトンネル等の被覆物により登熟気温を高温にする方法、③人工気象室等の

環境調節装置を用いる方法、④温水潅漑により、穂周辺の微気象を調節して高温に遭遇

コシヒカリ

ニシヒカリ 西海186号
（ユメヒカリ）

コシヒカリ 南海127号
（かりの舞）

愛知40号
（黄金晴）

南海102号
（ヒノヒカリ）

コシヒカリ
あきまさり

　ミズホ

 コシヒカリ 西海195号

シンレイ
あきさやか

北陸122号
（キヌヒカリ）

北陸148号
（どんとこい）

北陸120号

F2

F2
F2

表2　九州の主な高温耐性品種の特性一覧
出穂期 稈長 穂数 玄米重 比率 備考

品種名 (月.日） (cm) (本/㎡） (kg/a) (%) (1良-9否) 分級 葉いもち 穂いもち 縞葉枯病
(高温登熟耐性品種）
きぬむすめ 8.21 84 347 60.3 104 4.6 中中 中 中 罹病性
日本晴 8.20 80 368 57.9 100 4.3 中中 中 中 罹病性
にこまる 8.28 83 331 62.8 108 4.5 上中 やや弱 やや弱 罹病性
ヒノヒカリ 8.26 84 364 58.3 100 5.7 上下 やや弱 やや弱 罹病性
はるもに 8.27 75 356 55.8 105 4.6 上中 やや弱 中 抵抗性
ヒノヒカリ 8.26 81 366 53.3 100 6.4 上下 やや弱 やや弱 罹病性
元気つくし 8.16 86 376 54.8 99 2.8 上下 弱 やや弱 罹病性
ヒノヒカリ 8.24 89 320 55.4 100 3.8 中上 やや弱 やや弱 感受性
さがびより 8.31 73 357 52.1 114 - 上下 弱 やや弱 感受性
ヒノヒカリ 8.26 79 372 45.9 100 - 中上 やや弱 やや弱 感受性
くまさんの力 8.27 77 332 52.4 105 3.8 - やや弱 やや弱 感受性
ヒノヒカリ 8.26 82 359 50.1 100 5.5 - やや弱 やや弱 感受性
おてんとそだち 8.17 73 390 52.0 108 4.1 - 中 やや弱 感受性
ヒノヒカリ 8.20 85 403 48.0 100 4.9 - やや弱 やや弱 感受性
（高温回避型品種）
あきさやか 9.04 84 407 66.3 106 - 上下 やや弱 やや弱 罹病性 成熟期：ヒノヒカリ＋15日
ユメヒカリ 9.07 84 364 62.4 100 - 上下 やや弱 中 罹病性
あきまさり 9.05 86 350 61.7 110 - 上中 やや弱 中 罹病性 成熟期：ヒノヒカリ＋15日
ユメヒカリ 9.06 83 362 56.1 100 - 上中 やや弱 中 罹病性
あきほなみ 8.31 78 378 57.1 114 4.4 - 不明 不明 罹病性 成熟期：ヒノヒカリ＋10日
かりの舞 8.30 78 325 50.7 100 6.3 - やや弱 やや弱 罹病性
注）データは各育成地の研究報告、研究成果情報より引用

品質 病害抵抗性

15



させる方法等が考案され、育種の現場で用いられている。 
 
１）九州沖縄農研における暖地向き高温登熟耐性（高温寡照）検定法の開発 

九州の普通期作（麦跡６月中下旬移植）では、8 月末から 9 月上旬の登熟前半に、台風

や低気圧の影響で曇天日が多く、かつ気温が比較的高温で推移することが多いことが指

摘されている。そこで九州沖縄農研センターでは、高温・寡照条件下で玄米外観品質に

優れた系統選抜を行うため、早植えで登熟期を高温の時期に遭遇させ、同時にフィルム

被覆による遮光処理を行い、白未熟粒の発生程度により品種間差の評価を行う特性検定

を行っている（坂井ら 2011）。以下、2008～2010 年の 3 カ年間で実施した結果を示す。

移植は 5/19～21に行い、栽植密度 22．2株/㎡(3本植え）、施肥量はNPK成分 4kg/10a(LPS120
緩効性肥料）として、2 反復で検定を行っている。遮光処理は、出穂後 30 日間 光透過

率 70%の梨地ビニールでトンネル被覆により行う(写真２）。供試材料は出穂期の順に栽

植し、先に出穂した材料から順次ビニールを被覆していくことで、出穂期に合わせた処

理を行った。玄米品質の調査は、1 区当たり 5 株をサンプリングし、玄米穀粒判別機（サ

タケ RGQI10A または RGQI20A）および達観判定で行っている。白未熟粒発生率は乳白

＋腹白＋基部未熟粒の合計として調査を行った。 
これまでの試験で、5 月下旬の早植えにより、コシヒカリ(8 月第 1 半旬出穂）～ヒノ

ヒカリ(8 月第 4 半旬）級の熟期の供試材料については、3 年間を通じて登熟気温(出穂後

20 日間の平均気温)がほぼ 26℃以上となる処理が行えている(データ略)。一方、年次によ

っては出穂期の違いにより登熟気温には最大 3℃程度の差が見られ、品種・系統の評価に

際しては出穂期の差による登熟気温の差を考慮する必要がある。フィルム被覆により、

光量子密度は 80%程度となり（データ略）、対照区に比較して安定的に白未熟粒発生が

促進されるとともに、品種・系統間の差も大きくなる傾向がある(図 7)。3 年を通じて供

試した 23 品種・系統については、登熟気温と白未熟粒発生の関係を見たところ、両者の

間に正の相関が認められたが(図 6)、前述のように出穂期の差による登熟気温の差を考慮

することで、適切な選抜が行えると考えられた。「みねはるか」、「北陸 147 号」等は

同程度の気温条件下で登熟した他の系統より白未熟粒発生が少なく（図 8）、寡照が加わ

った条件での高温登熟耐性が優れると考えられた。「にこまる」は「ヒノヒカリ」に比

較すると、白未熟粒発生は少ないが、ヒノヒカリより出穂期が遅いためより低い気温で

登熟した影響を受けている可能性がある。その一方で近年に試験したいくつかの系統の

中で「にこまる」等と比較して出穂期が同等か早いにもかかわらず白未熟粒発生が少な

く（写真 3）、「にこまる」よりも高温登熟耐性が優れる可能性がある系統が見いだされ

ている。 
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２）高温登熟耐性基準品種の選定 

高温登熟耐性品種を育成するためには、検定法の開発と共に、育成系統の耐性程度を客観的

に評価するための基準品種の選定が必要である。従来は、各研究機関が独自に品種選定を行

っていたが、他の研究機関が育成した材料を母本として効率的に利用するためには、ある程度

共通した基準品種を評価に使用することが望まれる。このため、北陸地方4県及び九州地方７県

＋九州沖縄農研では連絡試験を行い、各地域で共通して使用可能な高温登熟耐性基準品種の

選定を行っている。また温暖地においても現在基準品種の選定中であるとのことである（表３）。 

 

 

表３．高温登熟耐性基準品種一覧
気候区分
地域 北陸４県 茨城 三重
判定基準 整粒歩合 背白＋基白 整粒歩合

検定法
ハウス、かけ
流し、プール

ガラス室
ハウス
ポット栽培

熟期 早生 早生 中生 早生 ー 早期 早生 中晩生 早生 中生
強 てんたかく ハナエチゼン 越路早生 山形70号 越路早生 金南風 ミズホ おてんとそだち おてんとそだち

てんたかく ふさおとめ
やや強 ハナエチゼン あきさかり こころまち ひとめぼれ まなむすめ コガネマサリニシヒカリ みねはるか コガネマサリ

ひとめぼれ みえのえみ どんとこい 十石 にこまる
中 あきたこまち あきたこまち コシヒカリ あきたこまち アキヒカリ コシヒカリ 日本晴 シンレイ 日本晴

ひとめぼれ ひとめぼれ コシヒカリ ひとめぼれ 黄金錦
やや弱 （コシヒカリ） キヌヒカリ 黄金晴 かりの舞 黄金晴 シンレイ

大地の風 祭り晴
弱 新潟早生 新潟早生 どんとこい 初星 初星 初星 ヒノヒカリ あきさやか ヒノヒカリ

イナバワセ ふ系186号 ミネアサヒ ミナミヒカリ

寒冷地 温暖地
鹿児島

背白＋基白

圃場

暖地

かけ流し、圃場（早植え）、ハウ
ス、ガラス室

整粒歩合、目視
九州７県＋九州沖縄農研

小林(2012）の表に加筆

福井
整粒歩合

圃場、ハウス

写真３ 高温寡照耐性検定区の玄米 左上：ヒノヒカリ、左下

：にこまる その他は育成中の高温登熟耐性系統(２０１１年) 

図７ トンネル遮光の有無による白未熟粒発生の差 

 注）白未熟粒は乳白+基部未熟+腹白(背白含む） 

 

図 8  白未熟粒発生と登熟気温の関係 

（2008～2010；寡照区) 

注）白未熟粒は乳白+基部未熟+腹白（背白含む） 
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写真２ トンネル遮光による高温寡照耐性検定 
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３．高温登熟耐性の量的遺伝子座（QTL）解析 

今後さらに進行すると予想されている地球温暖化に立ち向かうためには、高温登熟耐性を備え

た在来種・外国品種や、本稿で紹介した新たな育成品種を相互交配し、交雑後代から両親を超

越した系統を選抜する必要がある。超越育種を効率的に行うためには、高温登熟耐性に関与す

る量的遺伝子座（QTL）の整理と、それぞれのQTLに連鎖するDNAマーカーを用いたマーカー選

抜が有効である。現在までに報告されている高温登熟耐性に関与する QTL を表 4 に示す。 

小林ら(2008)は「ハナエチゼン」と「新潟早生」の交雑後代を用いた解析により、第 3,4,6 及び 9

染色体に 高温により生じる背白に関与する QTL を検出した。これらのうち、作用力が最も大きな

第 6 染色体上の QTL(qWB6)は、DNA マーカーの位置から判断して、Shirasawa et al. (2013)が「こ

ころまち」で検出した第 6 染色体上の QTL と同一である可能性が高い。また、Tabata et al. (2007)

は、「越路早生」と「チヨニシキ」の後代から、第 1,2 及び 8 染色体に背白に関わる QTL を検出し

た。これらの結果から、たとえば、「ハナエチゼン」由来の QTL と「越路早生」由来の QTL の集積

による高温耐性遺伝子のピラミディングの可能性について前向きな考察がされている（小林

2012）。このほか乳白(c 型及びリング型)に関する QTL 解析が報告されているほか（垣根 2011､

宮原ら 2013）、インド型品種を用いた解析結果が報告されている（蛯谷ら 2008,寺尾ら 2011）。し

かしながら、「ハバタキ」で検出された QTL は細粒遺伝子との連鎖もしくは多面発現の可能性が

示唆されており、インド型品種を高温登熟耐性の遺伝資源として利用する場合には、細粒形質

の様な「望まない形質」を目的形質と同時に取り込む可能性が有るため、十分注意が必要であ

る。 
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暖地水稲の安定生産のための有機物及び一発肥料の施用法

九州沖縄農業研究センター

北川 寿

１．はじめに

九州における 等米比率は、台風被害がなかったこの 年間でも ～ ％で、全国平1 5 35 58
均 と比べれば大幅に低くなっている。この要因は、登熟期の高温や日照不足など気77%
象条件と考えられるが、施肥や水管理、土づくりなど栽培管理上の問題点も指摘されてい

る(農水省 )。このため、品質が低下する要因の一層の解明と、それに基づく対策技2006
術の確立が課題となっている。このうち施肥については、近年、追肥作業を省略できる全

、 。量基肥栽培(一発肥料)が広がっており これが品質低下を助長していることも考えられる

そこで、被覆尿素を用いた全量基肥栽培が暖地水稲の収量や品質に及ぼす影響を明らかに

するため、農水省委託プロジェクト「温暖化プロ( 年)」で取り組んだ試験結果に2008-09
ついて紹介する。また、土づくりの一環として有機物を毎年連用している圃場での収量や

品質の変動と、高温など近年の気象条件との関係についても紹介する。

２．被覆尿素を用いた全量基肥栽培が暖地水稲の収量や品質に及ぼす影響

これまでの高温登熟に関する研究によって、玄米の外観品質低下の要因である白未熟粒

2には、胚乳全体が白くなる乳白粒と、一部が白くなる背白粒や基白粒など基部未熟粒の

種類があることがわかっている(写真 (松村 森田 ) 。白未熟粒の発生原因は直1 2005, 2005 ）

接的には登熟期の高温と見られるが、乳白粒は籾数が過剰な時に多く発生し、一方、基部

未熟粒は登熟期の窒素栄養不足により増えることが示されている（高橋 ほか)。この2006
うち暖地では、年次により傾向は異なるが、後半の窒素不足に起因する基部未熟粒の発生

が多い傾向にある。

近年、施肥の省力化を図る被覆尿素を用いた全量基肥栽培は九州でも半分程度普及して

いる。 年に行った現地調査では、全量基肥栽培圃場が、穂肥を施用している圃場に2007
比べて、品質の劣る傾向が伺われた。

また、九州では基肥を田植えの２～３

週間前に施肥している事例も多くあっ

た。このため、気温上昇と基肥の早期

施用が重なって被覆尿素の溶出が早く

なり、玄米の品質低下につながってい

ると予想された。そこで被覆尿素の種

類や施用時期の違いが収量や品質に及

ぼす影響について試験するとともに、

気温上昇と被覆尿素の溶出や土壌の窒

素発現との関係について検討した。

整粒 乳白粒 背白粒 基白粒

高温で発生する白未熟粒

写真1． 白未熟粒の種類

21



- 2 -

１）被覆尿素入り肥料の種類や施用時

期が収量･品質に及ぼす影響

試験は、九州沖縄農業研究センター(福

岡県筑後市）で、高温耐性品種「にこ

まる」と普及品種「ヒノヒカリ」を用

いて行った。被覆尿素(以下、 と記CU
載)にはシグモイド 日( 標準100 S100=
区）とシグモイド 日( ）の 種120 S120 2

20類を供試した。施用時期は、移植の

日前、 日前、直前（ 日前）とした。10 2
( )年は稲作期間の平均気温が2008 H20

平年値（ ～ 年までの 年間1971 2000 30
の平均値）より ℃高い高温年で、+0.9

( )年はそれよりやや低温（平年2009 H21
値 ℃)で、分げつ期間の天候も悪い+0.4
年であった。しかし、品種間差は両年

とも明瞭であり、高温耐性品種「にこま

る」は 「ヒノヒカリ」に比べて、基部未、

熟粒が少なく品質は明らかに優れており、

籾数も多く収量も１割程度高くなった。

一方、 および化成窒素による基肥施S100
用時期の影響は年によって傾向は異なっ

たが、移植 日前の早い施用では、籾数20
が少なくなったり、登熟歩合や玄米千粒

重が劣り、収量もやや劣る傾向が得られ

S100た 図１ 被覆尿素の違いを見ると（ ）。 、

は推奨されている直前（ 日前）に施用し2
た場合には、溶出の遅い に比べ、籾S120
数が多くなり多収となった。一方、溶出

パターンが少し遅れる を 日前にS120 20
早く施用しても、収量は 日前2
施用とあまり変わらず、低いま

まであった（図２ 。）

登熟期( 日間)の平均気温が20
白未熟発生の目安とされる ℃26
前後と高温であった 年の検2008
査等級を見ると、品種間ほどの

明確な差はないが、被覆尿素区

は化成肥料区と同等かやや勝る

傾向であった。また、標準区の

図２．被覆尿素の種類と収量・品質
(H20年、九州研）
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、 、 、S100 10 2では 日前と 日前施用で 基部未熟粒の発生が少なく等級が良好な傾向を示し

溶出の遅い では 日前の早い施用区で等級がやや良くなった。この両者の場合にS120 20
は、被覆尿素からの窒素溶出は同様な経時変化を示し、高品質化のための理想的な窒素溶

出パターンの存在が示唆された(図 )。3
全量基肥栽培に使用される被覆尿素入り肥料は、タイプの異なる被覆尿素や速効性の窒

素肥料を稲の生育に合わせて最適に溶出するように組み合わせたものである。九州の「ヒ

ノヒカリ」など中生水稲では、被覆尿素 と速効性の化成窒素を半々程度混合したもS100
のが主である。今回の試験では 入り肥料を 日前までに施用すれば収量は直前施S100 10
用とほとんど差はなく、品質も良好で化成肥料区と同等かやや上回ったが、 日前施用20
では早すぎて収量や品質が劣るという結果が得られた。また、溶出の遅い 入り肥料S120
を早めに施用する方法も考えらるが、この場合には、品質はやや向上したが、収量は劣っ

た。施用時期が早いと土中に攪拌しても、代かき等を行わない限りは、化成窒素肥料は降

雨による溶脱などで殆どが失われてしまう。このため、初期栄養不足で生育が劣り、収量

に影響したと見られる（熊本県研究成果情報、 。一方、白未熟などによる品質低下2009）
がなかったのは、後半の窒素溶出が適切であったためと考えられた。

２）気温上昇が被覆尿素の溶出に及ぼす影響

被覆尿素からの窒素溶出は、気温(地温）が高いほど早くなることが知られている。気

温上昇により溶出が早進化して、後半の窒素栄養不足を招いていることも考えられる。そ

こで、被覆尿素からの窒素溶出量について、温度を変数とする 関数(原、 ）Richards 2000
を用いて推定した。また、地温の推定は水 地温の簡易計測法（丸山ら、 )を、出穂期/ 1998

（ 、 、 。 、 、の予測には 法 堀江 中川 )を用いた その結果 被覆尿素 についてはDVI 1990 S100
気温が ℃高くなると 溶出日は 日早まると予測された。しかし、気温が高いと生1 50% 4
育も促進されるので、出穂期とのずれは 日程度に収まると推定される。被覆尿素の施用3
時期を変えた今回の試験では、 週間程度早く施用しても籾数や収量、品質に大きな差が1
なかった。 年代後半より平年値に比べて ℃程度の高温年が頻発するようになった1990 +1
が、現在温暖化で問題となっている＋ ℃の気温上昇による窒素溶出の早進化は今回の試1
算では 日程度であり、生育への影響はそれほど大きくないと判断された。3

３．温暖化と有機物連用

圃場での収量や品質の

関係

九州沖縄農研( )で2007
は、稲わらや麦わらな

どの有機物資材の連用

試験を 年から行っ1963
ており、この連用圃場

のデータを解析するこ

とにより、有機物施用

が暖地水稲の収量や品

表１．有機物連用による玄米品質(九州沖縄農研）
年次 検査等級 登熟条件 備考

有機物 稲わら 稲わら 麦わら 平均 日照
無施用 連用 堆肥連用 連用 気温 時間

(1t/10a)(2t/10a) (0.6t/10a) (℃) (h/日)

2001 5.0 3.0 3.0 5.0 25.1 7.0
2002 4.0 5.0 4.0 4.0 27.1 7.3 高温
2003 3.0 2.0 2.0 3.0 27.4 7.0 高温
2004 10.0 8.5 7.5 9.5 26.1 5.0 台風
2005 5.5 4.0 3.0 4.5 26.3 6.8 高温
2006 4.5 5.0 5.5 5.5 25.1 5.7 台風
2007 5.5 5.0 4.0 4.5 27.0 6.9 高温
平均 5.4 4.6 4.1 5.1 26.3 6.5
検査等級は、(1等上－等外)を（1-10）で示す。平均気温（8/26-/9/15）と日照

。時間(8/26-10/1)の平均値(なお、平年値(1970-2000年）は25.9℃、5.8時間/日）
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質に及ぼす影響を気象条件との関連で評価した。その結果、暖地における稲わらや稲わら

堆肥の連用は、通常の年だけでなく、高温年、低温年、寡照年など天候不良年でも水稲に

対する増収効果が高く、特に収量の低い時に大きく、収量の高位安定化に貢献していた。

また、品質については、有機物連用区では有機物無施用区に比べて、 年の台風被害2006
年と 年を除いて、 段階のうち 段階程度高かった(表 )。有機物連用区では、土2002 10 1 1
壌の窒素含有率が高く、後半まで窒素が供給され、これが特に高温年での品質向上に寄与

した可能性が高いと考えられた。

４．今後の対策

近年、暖地水稲は品質低下が著しいが、高温による被覆尿素からの窒素溶出と水稲の生

育相との関係について検討した結果、被覆尿素肥料の溶出早進化の影響そのものは、そう

大きくないと見られた。九州では、基肥施用が田植えの２－３週間前と早く、これが窒素

の溶出を早進化させ、品質低下に結びついたと考えられた。九州で基肥施用が早くなった

理由については、田植え時期が梅雨と重なるため、基肥散布がしばしば梅雨入り前に行わ

れるのに加え、高温障害対策としての遅植えにより、田植えまでの間隔が開いたものと見

られる。対策としては、基肥時期を遅らすのが基本で、側条施肥や育苗箱全量施肥などで

田植え同時施肥を行うか、早い施用でも溶出様相が適合するように被覆尿素の種類を変え

たり、施肥量を増やすなどの方法が考えられる。また、稲わらや麦わらなどの有機物施用

や、全量基肥栽培の被覆尿素肥料の田植え 日前までの施用は、玄米の品質を向上させ10
る効果が認められ、有効であった。また、高温年における高温耐性品種の効果は明らかで

あり、品種選択も重要である。

引用文献
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フェーンによる乳白粒発生メカニズムと水稲の水分状態計測 

九州沖縄農業研究センター 

和田博史 

１．はじめに 

近年、気候変動による不良環境条件によって水稲の登熟障害が全国的に発生している。

特に、登熟中期の台風の襲来に伴うフェーン（高温乾燥風）の関与した乳白粒を中心とし

た品質低下はここ数年間で全国的に複数の事例が認められている。乳白粒（図 1）は登熟

期のフェーンや低日照などの不良環境条件が起因して発生する白未熟粒であり、穂への同

化産物供給量の不足が発生要因と考えられてきた。しかし、近年、フェーンによる乳白粒

形成の経路として水ストレスを介する発生機構が見出され（Wada et al., 2011）、この知見

も踏まえながら今後の対策を講じる必要がある。本稿では、2008 年から 3 年間行った農林

水産省の実用技術開発事業で、水分状態計測法を軸にした包括的な生理解析により明らか

になった乳白粒発生機構と今後のフェーン対策の方向性を述べる。実習では、圃場で作物

の水分状態を簡便に測定できる携帯型のプレッシャーチャンバーを用いて、稲体の水ポテ

ンシャルを測定し、作物の水分状態計測への理解を深める。 
 
 
 
 
 

                       
 

２．高温乾燥風が玄米外観品質に及ぼす影響 

2007 年の南九州では登熟初期からの日照不足と台風の襲来時に発生した 24 時間のフェ

ーンの影響により乳白粒発生率が 45％に達する記録的な品質低下被害に見舞われた（図１

左）。当時の気象条件を再現すべく、圃場条件下で生育した早期コシヒカリに出穂後 5 日

目から 16 日間に渡って遮光処理を行った後、24 時間に渡る高温乾燥風処理を行った。遮

光処理のみの区では、穀粒判別器では乳心白粒（リング状を通り越して全体が白く濁った

白死米を含む、以下、乳白粒と呼称）の品質別粒数歩合は 28％であった。遮光処理の後に

比較のために設けた高湿度の風（風速については高温乾燥風区と同じ値）を 24 時間処理す

ると、同歩合は 32％に増大したが、遮光処理後に高温乾燥風を処理した場合には、さらに

増えて 46％に達したことから、2007 年の被害年に認めた乳白粒発生率（45％）を再現する

ことができた（図 2）。 
この再現試験の結果から、低日照条件により乳白粒は形成されるものの、低日照条件の

後にフェーンに遭遇した場合には、乳白粒の発生が助長されることが明らかとなった。ま

た、人工気象室におけるポット稲の再現実験においても、低日照後の 24 時間の高温乾燥風

処理により、転流阻害・玄米一粒重の低下なしに乳白粒発生の助長効果が確認された。 

図 1. 左は被害にあった 2007 年宮崎県産

米の精米写真，右は乳白粒の横断面写真。

玄米中央部を切除すると横断面の胚乳組

織上にリング状の白濁が観察される。 
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３．フェーンによる乳白粒発生メカニズム 

人工気象室実験では、後述する組織レベルの水分状態計測器であるプレッシャーチャン

バー法（実習参照）により、高温乾燥風条件下の穂および葉身の水分状態を測定した後、

セルプレッシャープローブ法 注釈１）を用い、白濁する前の胚乳細胞の水分状態を計測する

ことで、白濁形成に至る胚乳の生理状態を解析した（Wada et al., 2011）。その結果、稲体

がフェーンにさらされると、湛水条件下であっても稲体は一時的な水ストレスを引き起こ

し、そのとき成長中の胚乳では「浸透調節」と呼ばれる代謝変化が起きていることが明ら

かになった（図 3）。 
この現象は実用技術として高糖度トマト生産のための水切り処理や、マルチ栽培などに

応用され、広く知られている（野並, 2001）。作物が水ストレス状態に陥ると、拡大中の細

胞内で浸透調節が働き、糖やアミノ酸などの低分子が伸長細胞内に特異的に蓄積する。こ

の浸透調節の発現によって、細胞内の浸透圧が高まり、細胞内では膨圧を維持することが

できる。細胞は膨圧を維持することで、水ストレス下にあっても水吸収により、細胞を拡

大させ（図 3）、脱水を回避することができる。浸透調節は水ストレスに対する細胞の順

化機能であり、比較的軽度の水ストレス条件下で発現し、細胞拡大の完了した成熟細胞で

は殆ど起こらないことも知られている（野並, 2001）。 
 

注釈１）プレッシャープローブ：細胞の膨圧を圧力センサにより計測する手法. 方法としては細いガラス管内に
シリコンオイルを充填し，このガラス管を標的細胞に刺す. その直後にガラス管内に細胞溶液とシリコンオイルの
境界（メニスカス）が現れるが，メニスカスの位置を操作することで，シリコンオイルを通して細胞膨圧を測定する. 
 

   

図 2. 遮光後の風および乾燥風処理が玄
米の外観品質、特に乳白粒に与える影響。
2007 年（被害年）との比較。 

図 3. フェーンによる水ストレス
を介する乳白粒の発生プロセス。 
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浸透調節が働いた胚乳細胞では、主として糖の集積が起き、浸透圧が上昇、膨圧が維持

された結果、胚乳の成長が促され、玄米一粒重の維持につながったと考えられた（図３）。

胚乳組織におけるデンプンの集積は胚乳の中心から始まり、外側に向かって進む（星川、

1975）ことから、デンプン集積が胚乳中心から外側へ進む途中の過程で浸透調節が起こっ

たことで、胚乳中心と外側の中間の細胞層でデンプン集積が阻害されたと考えられた。さ

らに、水ストレス回復後は外側の細胞層ではデンプン蓄積が回復し、再度透明化したのに

対して、デンプン集積が阻害された細胞層ではそれ以降もデンプン蓄積が回復せずに白濁

化した結果、リング状乳白の多発（図 1）に至ったと考えられた（図 3）。気象条件と品質

低下被害の類似性から、2007 年のフェーン風発生時にもこの水ストレスを介した乳白粒発

生機構が働いていたと推測された。これまで乳白粒の発生要因と考えられてきた同化産物

供給が不足することに加えて、Wada et al. （2011）の研究から、比較的軽度の水ストレス

条件下では同化産物の穂への分配が損なわれることなく、粒重低下を起こさずに、乳白粒

が多発する場合があることが示された。 
 

４．対策法および今後の展望 

上述の乳白粒発生メカニズムを考慮すると、胚乳で起こる浸透調節の発現に注目するの

ではなく、事前にフェーンの被害をブロックするという発想で稲体の水ストレス耐性を高

めておくような栽培管理が有効と思われる。即ち、籾数制御のための適切な施肥管理を行

ったうえで、深耕や湛水管理などにより、フェーン発生時の水ストレスの影響を軽減させ

る必要がある。また、風処理に対する白未熟粒発生の品種間差の傾向は高温耐性の強弱と

一致する傾向があるため、水ストレス耐性を考慮に入れた高温登熟障害の機構解明は重要

である。一方、予測技術については、乳白粒発生予測モデル（テキスト「白未熟粒発生予

測モデル」参照）や、近年開発された収穫前玄米の断面解析による白未熟発生予測装置（テ

キスト「乳心白粒の多発を推定する装置」参照）（森田、2011）が活用でき、近年、品質

低下被害を収穫前に推定できるようになっている。 
 

謝辞：本成果は農林水産省実用技術開発事業で得られた成果である。共同研究者をはじめ関

係者に心より感謝申し上げます。 
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実習：水稲の水分状態計測 

 

１．プレッシャーチャンバーによる水ポテンシャル測定 

「水ポテンシャル」は植物の水分状態を表す物理化学的な指標である。水ポテンシャルは土壌

中の水でも、水耕溶液でも、空気中の水でも、植物体（葉、根、子実、あるいは花粉）の水でも、一

様に計測し、記述することができる。水ポテンシャルを測定することで、計測値から水がどのように

動くかが分かることから大変便利な指標であり、水ポテンシャルを計測することで植物の水ストレス

程度を知ることができる。高校生物の教科書では「吸水力」として扱われているように、水ポテンシ

ャルは圧力のＳＩ単位であるパスカル注釈２)（Pa）を用いて表され、負の値をとる。組織レベルの水ポ

テンシャル測定法には、プレッシャーチャンバー法の他、サイクロメーター法等がある。本稿では

最も手軽に使えるプレッシャーチャンバーとその測定手順について説明する。 

 

２．ポンプアッププレッシャーチャンバー 
実習で用いるポンプアッププレッシャーチャンバー（図 5）は米国カリフォルニア大学デイビス

校の Ken Shackel 博士によって考案されたもので、窒素ガス（あるいは圧縮空気）ボンベを使用せ

ずに自転車の空気入れの要領で、人力で加圧し、葉身等の水ポテンシャルを測定する。博士によ

り農家が圃場作物で手軽に水分状態を測定できるようにと設計されており、ボンベを用いる従来の

プレッシャーチャンバーと比べると軽量で、測定場所を選ばない。市販後、果樹作物や土地利用

型作物など多くの作物で利用されており、今後も普及が期待される。 

計測原理はシンプルで、切除した穂軸（あるいは葉身）をチャンバー（容器）内に収め、圧縮空

気により、加圧する。切断面に導管液が観察されるまで加圧を繰り返し（ポンプアップし）、切断面

の導管に導管液が浸出するのが観察された時点（エンドポイント）の圧力値を読む。水ポテンシャ

ル値はこの圧力値にマイナスの符号をつけて負圧として記録する。サンプリング・計測に際しては

いくつか留意点があるので、詳しくは和田（2013）を参照されたい。 

 

  

 
注釈２）パスカル：圧力の単位でPaと表記, MPa=10-6 Pa, Pa=N/m2, 1MPaは約 10bar（バール）. 
 

 

図 4．水ポテンシャル測定器，ポンプアップ 
プレッシャーチャンバー（PMS Instrument Company） 
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３．稲体の水ポテンシャル測定方法：穂の水ポテンシャル測定の場合 

３-１.サンプリング：測定する穂をアルミジップ中に封入（図 b）し、剃刀で穂軸を切除する（図 c）。 

       
サンプル切除前にアルミジップ中にサンプルを封入することがポイント．これにより，切除直後の脱水を防ぐことが
できる．稲の穂の可塑性を利用して，穂を傷めないように丸め，アルミジップに封入する． 
 
３-２．サンプルの封入：直ちにサンプルをチャンバーの蓋に固定*（図e）し、円形のシーリングリ
ッドを締め（図f）、その上でチャンバー内に納める（図g）。  

           
*チャンバー外に出る穂軸部分はできるだけ短くなるようにセットする（図d）．アルミジップ上部が蓋に接するように
固定する（図e）． 
 
３-３．加圧：自転車タイヤの空気入れの要領でポンプアップを繰り返す（図 i→j）。１ストローク
毎（0.5bar/ストローク）に切断面から導管液が出できたかどうかルーペを使ってチェックする。 

                
３-４．エンドポイント*の決定：切断面上の導管から導管液が出たら、ポンプアップをやめ、
圧力値を読み取る。  

    

３-５．チャンバー内の減圧：測定が終わったら、圧力リリーフバルブを押してチャンバー内を減

圧、ガスの音がなくなるまでガスを抜く。 

 

b a c 

e d f g 

h i j 

k 

l 

6.2bar 

加圧前 

導管液浸出時 

→  →  

→  →  

→  →  →  

左 k 図でのチャンバー内の圧力値は 6.2bar, 穂
の水ポテンシャルは-0.62 MPa（-6.2bar）になる. *

導管液が浸出した時点をエンドポイントと呼ぶ. 
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実習場所：筑後研究拠点 収納舎にて 

供試材料：強風処理条件下のヒノヒカリポット稲 （出穂  月 日、出穂後  日目） 

 

実験ノート：稲体の水ポテンシャル測定結果 

 

通し番
号 

計測時間 処理区 計測部位 測定値 
(bars) 

測定者 

１ ：     

２ ：     

３ ：     

４ ：     

５ ：     

６ ：     

７ ：     

８ ：     

９ ：     

１０ ：     
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高温登熟障害の克服に向けた福岡県の取り組み 

福岡県農業総合試験場 

宮崎 真行 

 

１．はじめに 

 近年、地球温暖化の進行に伴う水稲の高温登熟障害が全国的な問題となる中で、福岡県

でも同様に、2003 年頃から 1 等米比率が 50％を下回り問題となっている（図 1）。この間、

福岡県農業総合試験場では、高温登熟障害の克服に向け、さまざまな研究を行い、本県の

うるち水稲作付面積の 8 割以上を占める極早生品種「夢つくし」と中生品種「ヒノヒカリ」

を中心に収量および品質向上に向けた取り組みを進めてきた。また、高温耐性品種「元気

つくし」を育成し（和田ら 2010）、その普及拡大を推進している。  
本稿では、こうした高温登熟障害の克服に向けた福岡県の取り組みと今後の課題につい

て紹介する。                   

 
 

 
２．「夢つくし」および「ヒノヒカリ」の対策技術と取り組み 

１）豊築地域における「夢つくし」の収量および品質向上に向けた取り組み 
 登熟期の高温による玄米品質低下を軽減するためには、移植時期を遅らせ、幼穂形成期

および穂揃期の稲体窒素含有率を高く維持することが有効である（宮崎ら 2008）。 
県の北東部に位置する豊築地域では、うるち水稲作付面積の約 8 割を極早生品種「夢つ

くし」が占めている。この地域では、麦の栽培が少ないことに加え、以前は早期コシヒカ

リ栽培地帯であったことから、「夢つくし」は 5 月移植が中心であった。そのため、近年

は、登熟期の高温による充実不足や乳白、心白、背白粒等の多発生が顕在化していること

に加え、イネ縞葉枯病の発生による収量および品質低下が問題となっていた。 
そこで、登熟期の高温およびイネ縞葉枯病発生回避のための対策として、普及指導セン

ターおよび JA 等の関係機関が一丸となり 6 月移植となる「遅植え」を推進した。その結

果、2010 年は 5 月移植の割合が 65％であったのに対し、2012 年は 35％まで減少し、6 月

ヒノヒカリ

42%
夢つくし

41%

元気つくし

10%

つくしろま

ん
1%

コシヒカリ
1%

つやおとめ
1%

その他
4%

図 1 1 等米比率の推移 

図 2 うるち米の品種別作付 
 割合（2012 年産） 

1）県水田農業振興課調べ。 
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中・下旬植えの割合は 41％となっている（図 3）。また、イネ縞葉枯病ウィルスの保毒虫

率は年々減少傾向にあり、徐々に県平均のレベルに近づいている（図 4）。 
2012 年の豊築地域全体の「夢つくし」の 1 等米比率は 44％で、2010 年の 1 等米比率に

比べ、遅植えにより明らかに向上した。また、地域によって１等米比率に差が認められ、6
月以降の作付面積の割合が高い地域ほど 1 等米比率は高かった（図 5）。 
以上のように、「遅植え」の推進は収量および品質向上に一定の成果をあげている。一

方で、高温登熟障害による被害が深刻であった 2010 年では、同じ移植時期で窒素施肥量が

多いと、白未熟粒の発生が抑えられている事例もみられたことから、今後は、遅植えとあ

わせて施肥改善等の対策も講じていく必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 豊築管内における１等米比率と移植時期との関係（2012 年） 
 

図 3 豊築管内における移植時期別の 
作付面積割合 

1）県水田農業振興課調べ。 

図 4 豊築管内におけるイネ縞葉枯病 
保毒虫率の推移 

1) 県病害虫防除所調べ。 
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表 1 穂肥時期が収量および玄米タンパク質含有率に及ぼす影響（2010～2011 年産平均） 

施肥量 穂肥 
稈長 穂長 ㎡当 登熟 千粒 玄米 玄米タンパク質  

時期 籾数 歩合 重 重 含有率 
Nkg/10a   cm cm ×100 粒   ％   g  kg/a  ％ 

5+2+0 

-18(基準) 82  18.5 307  85  23.5  56.1  6.7 

-7  80  18.2 291  85  23.6  55.7  6.7 

-1  79  18.0 273  85  23.5  53.0  6.8 

5+2+1.5 -18, -11 81 18.5 318 82 23.8 57.4 6.8 

5+0+0 － 80 18.1 280 85 23.4 53.5 6.4 
1）出穂後 20 日間の平均気温は 2010 年、2011 年の順に、27.9℃および 26.8℃。 
2）施肥量は基肥＋穂肥１回＋穂肥２回の順。穂肥時期は出穂前日数を示す。 
 

 

 

 

 

 

 

２）温暖化に対応した「ヒノヒカリ」の適正籾数と穂肥施用法の検討 
近年の登熟期間の高温によりヒノヒカリの１等米比率は低迷している（図 1）。これま

で、福岡県における「ヒノヒカリ」の安定収量のための最適籾数は 30,000 粒～32,000 程度

としてきた。また、食味向上の視点から、速効性肥料を使用する場合、2 回目の穂肥を省

略してきた。しかし、生育期間中の高温による籾数過剰が玄米の外観品質の低下を助長し

ていると考えられ、品質向上のための穂肥施用法の確立が重要である。 
そこで、登熟期間が著しく高温になった 2010 年産と高温の影響が比較的少なかった

2009、2011 年産を供試し、籾数制御および白未熟粒低減のための穂肥施用法を検討した。

その結果、検査等級と有意な相関の認められた整粒割合（サタケ社製、穀粒判別器で測定）

をみると、検査等級１等のための整粒割合は 75%以上が目安で、そのためには、㎡当たり

籾数を 26,000～30,000 粒程度に抑える必要があり、㎡当たり籾数が 28,000 粒程度あれば、

収量は 530～550kg/10a 程度を確保できることが明らかとなった（宮崎ら 2012：図 6）。ま

た、収量を確保しつつ白未熟粒を低減するためには穂肥時期を従来（出穂前 20～18 日）よ

り遅らせ、出穂前 7 日頃に実施することを提案し、籾数が過剰となりやすい一般平坦地に

おける適応技術とした（表 1、図 7）。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 6 ㎡当たり籾数と整粒割合および収量との関係 

1） 移植期：6 月 18～25 日。 
2） 施肥量・回数が異なる試験区、n=20(2009 年産)および n=28(2010 年産)。 
3） 整粒割合は穀粒判別器（サタケ RGQI20A）で測定。**は 1%水準で有意。 
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表 2 追肥に緩効性肥料を利用した場合の収量および品質（2004～2006 年産平均） 

穂肥 
穂肥の 穂揃期 千粒 玄米 検査 玄米タンパク質  

種  類 N 含有率 重 重 等級 含有率 

Nkg/10a     % g  kg/a (相当)  ％ 

0+0 なし 1.01a 22.5a 41.7a 5.0b 6.1a 

2+0 速効性 1.11bc 22.6ab 46.2bc 3.8a 6.4b 

2+1.5 速効性 1.21d 22.8cd 49.0cd 4.8b 6.7c 

3+0 速効＋緩効 1.22d 22.6ab 49.5d 3.8a 6.6bc 
1） 速効性＋緩効は、速効性窒素 50%と緩効性窒素(LP30)50%の配合割合。 
2） 検査等級は 1 等上～3 等下を 1～9 で示す。 
3） 異なる英文字間には 5％水準で有意差がある（Fisher’s LSD）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

図 7 穂肥時期が白未熟粒発生割合に及ぼす影響 
1） 表１と同じほ場。 
2） 白未熟粒は穀粒判別器（サタケ RGQI20A）で測定。背・腹白、乳白、基白の合計値。 

 
穂肥に緩効性肥料を利用した場合、収量は 2 回穂肥と同等に確保され、検査等級は 1 回

穂肥と同程度に優れ、玄米タンパク質含有率は 1 回穂肥と 2 回穂肥の中間であった（田中
ら 2010：表 2）。 
その後、現地実証試験で検討を行い（図 8）、収量、品質とも安定的な効果が期待でき

ることや、玄米タンパク質含有率への影響も少ないこと、10a 当たり 300 円程度のコスト
増と比較的安価なことから、2011 年産から本格的に現地への普及が行われている。 

 
図 8 現地実証ほ試験結果（2009～2011 年産平均） 

1） ジェイカムアグリ株式会社と実施。2) 圃場：ヒノヒカリは宗像市内の圃場、夢つく
しは遠賀町内の異なる圃場で実施。3) 速効性＋緩効は、速効性窒素 50%と緩効性窒
素(エムコート L30)50%の配合割合。4) 検査等級は 1 等上～3 等下を 1～9 で示す。 
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「ヒノヒカリ」の穂肥時期における籾数予測と生育診断 

～籾数予測早見表による穂肥診断～ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               単位：×100 粒 

 
   
 
 
 

 

荒木ら（2012）は、1）穂肥時期（幼穂形成期）の窒素吸収量と㎡当たり籾数に

は高い相関が認められ、幼穂形成期までの窒素吸収量がわかれば籾数を予測できる

こと。2）幼穂形成期までの窒素吸収量は、草丈と茎数と葉色（SPAD 値）との積

との相関が高いこと。3）㎡当たり籾数は、茎数と葉色（SPAD 値）に高い相関が

あることから、籾数予測のための重回帰式を作成し、それをもとに籾数予測表早見

表を作成した。これにより、葉色（SPAD 値）と茎数を測定すれば、早見表により

穂肥時に籾数を予測でき、穂肥診断が可能となる。 
 福岡県では、現在のところ、生産者に広く使われる技術とまでは至っていない。 
 しかし、収量および品質向上を図るうえで、幼穂形成期頃の稲の生育状態を把握

することは不可欠であり、ＪＡや指導機関を中心に、こうした診断法を応用した取

り組みが期待される。 

㎡当たり籾数＝0.34×幼穂形成期の㎡当たり茎数＋9.64×展開第 2 葉の SPAD 値 
       －231.53 

適正籾数よりも多い 適正籾数よりも少ない 

穂肥を遅らせる 

（基肥の見直し） 

穂肥量または回数を増やす。 

（基肥・土づくりの見直し） 
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３）県内各地の優良農家の事例から 
登熟期間が著しい高温年であった 2010 年に県内各地の優良農家の事例調査では、①適期

移植、②土作りや作土深の確保、③水管理がポイントとしてあげられ、基本技術の重要性

が改めて示された（表 3）。出穂期前後の高温は登熟中の子実の水分減少に大きく影響す

ることから（Tanaka et al. 2009, Miyazaki et al.2012）登熟期間の水管理は特に重要である。 
表 3 現地の優良事例（2010 年） 

1)県経営技術支援課調べ。 
 

３．高温耐性品種「元気つくし」の普及拡大に向けた取り組み 

１）「元気つくし」育成の背景と普及拡大の取り組み 
中生品種「ヒノヒカリ」の 1 等米比率が低迷する中で、高温耐性を有し、外観品質の優

れる良食味品種の育成が求められていた。そこで、登熟期間中に 35℃の温水掛け流し処理

を行い、高温登熟性を評価する水稲高温耐性評価施設（2005 年建設：図 10）を利用して、

2008 年に高温耐性新品種「元気つくし」を育成し、2009 年より一般栽培を開始した。 
導入 2 年目、全国的に記録的な猛暑であった 2010 年(気象庁 2010)において、「元気つ

くし」の出穂後 20 日間に相当する 8 月下旬～9 月上旬の平均気温は 29℃を超えた。しかし、

このような条件下でも、「ヒノヒカリ」を始め、他の品種の１等米比率は 15%未満であっ

たにも関わらず「元気つくし」は 90%以上を確保できた（浜地ら 2012）。加えて、日本穀

物検定協会による食味ランキングでは、2011 年産、2012 年産ともに「特Ａ」評価を獲得す

るなど、食味に対する評価も高く、県民の認知度の高まりとともに需要は伸びている。「元

気つくし」は 2012 年に福岡県下で 3,790ha で栽培され、水稲作付面積の約 10％を占めるに

至っている。2015 年までに「ヒノヒカリ」の一部を「元気つくし」に切り替え、全体の約

20％まで作付面積を拡大し、消費拡大を目指していく計画である。 

 
図 9 「元気つくし」の CM カット 

品種 地域 移植期 収量 検査

等級 技術のポイント 

  月/日 kg/10a       

夢つくし 

篠栗町 6/12 466 1 等 適期移植 レンゲ鋤込み、牛糞堆肥、夜間間断かん水 

築上町 6/5 510 1 等 〃 深耕（30cm）、土改剤、収穫寸前まで入水 

上毛町 6/16 480 1 等 〃 収穫 5～6 日前まで入水、歴に従い管理 

八女市 6/24 525 1 等 〃 収穫 7 日前まで入水、歴に従い管理 

ヒ ノ 
ヒカリ 

筑前町 6/21 552 1 等 適期移植 深耕（20cm）、土改剤、歴に従い管理 

朝倉市 6/21 530 1 等 〃 深耕、土づくりにより地力高い  
大川市 6/20 490 1 等 〃 収穫 7 日前まで入水、歴に従い管理 

大牟田市 6/25 440 1 等 〃 収穫 6 日前まで入水、土改剤、土作り 
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図 10 水稲高温耐性評価施設 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２）「元気つくし」の高温耐性機構の解明 

Morita ら（2011）は、高温耐性品種「にこまる」の登熟が優れる要因として、登熟に貢

献するとされる穂揃期の稈・葉鞘中に蓄積された炭水化物が「ヒノヒカリ」より 30%ほど

多いことを明らかにしている。「元気つくし」も同様に、同じ出穂期の「つくしろまん」

と比べて，稈・葉鞘中に蓄積された炭水化物が多く、登熟期間中に効率的に利用され，高

温条件下では，より活発に利用されていることが明らかになっている。また、その要因の

一つとして OsSUT1 遺伝子の発現誘導の影響も考えられ、これらの生育特性が，「元気つ

くし」の良好な外観品質の維持に貢献しているものと考えられる（Miyazaki et al. 2013:図
13）。高温耐性品種の生育特性をヒントに温暖化に対応したイネの理想型を示した（図 14）。 

 
 

白
未
熟
粒
割
合
（％
） 

登熟温度（℃） 

図 11「元気つくし」の高温耐性 
1）2007 年の試験に、2006 年、2008 年の結

果を含めて示した。 
2）図中の●は供試した品種・系統。 
3）白未熟粒は乳白粒、背白粒、基白粒（基

部未熟粒）等の総称。 

図 12「元気つくし」の食味 
1)炊飯直後、冷飯は新米、古米は翌年秋ま
で室温貯蔵後の古米を使用。 

2)基準は同条件のコシヒカリ（0.00）。パ
ネリストは 13～16 人。 
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図 13 なぜ「元気つくし」は高温に強いのか！？～秘密は転流能力にあり～ 
1） OsSUT1:炭水化物の輸送には「糖トランスポーター」と呼ばれる遺伝子群が関与し、中

でも、ショ糖トランスポーター遺伝子（OsSUT1）は米の登熟に深く関与している。近

年の研究により、「ヒノヒカリ」では登熟期間中の高温により OsSUT1 遺伝子の発現

量が減少し、これが白未熟や粒重低下につながる要因の一つであることが明らかとな

っている(Phan et al. 2013)。つまり、OsSUT1 遺伝子の発現量が高いほど種子への糖の輸

送が容易になり、結果的に米の登熟、収量および品質に好影響を与えると考えられる。 

 

図 14 温暖化に対応したイネの理想型～シンク・ソース能力を高めるイネづくり～ 
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４．今後の方向性と課題 

高温登熟障害の克服に向けた主な対策技術の考え方と販売戦略を図 15 に示した。本県は

米の生産県（約 20 万ｔ）であると同時に、それ以上の消費県（約 30 万ｔ）である。この

ため、品種ごとに消費ターゲットを明確化し、認知度向上により県内シェアを伸ばす販売

戦略とともに、対策技術の実施により高品質米を安定供給できる体制づくりを進めていく

ことが重要である。一方で、本県では、高齢化が進む中で、緩効性肥料を使用した一回全

量施肥栽培が全面積の 70％程度まで普及している。一回全量施肥栽培については、緩効率

を 50～60%で従来のシグモイド型 100 日タイプに 120 日タイプを混合して使用することが

有効であることを明らかとし（荒木ら 2012）製品化されている。しかし、ほ場や年次によ

り収量・品質が不安定になることに加え、水管理等の基本技術の不徹底が収量・品質低下

につながるおそれもある。現在、こうした問題点を整理し、近年の気象条件の変化や品種、

土壌条件を考慮した一回全量施肥栽培の検討を行っている。また、大豆後作や肥沃度の高

い県南一部地帯では水稲の初期生育が過剰となり、著しい籾数過剰により充実不足・白未

熟粒の発生が未だ顕在化しており（吉野ら 2011）、さらなる改善が必要である。 
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行われた。皆様に感謝を申し上げます。また、農林水産部水田農業振興課、経営技術支援

課、京築普及指導センター、ジェイカムアグリ株式会社をはじめ、多数の関係者の皆様か

ら情報の提供をいただいた。心よりお礼を申し上げます。 
 

図 15 高温登熟障害の克服に向けた主な対策技術と販売戦略 
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白未熟粒発生予測モデル 

 
九州沖縄農業研究センター 

脇山恭行 
 

１．はじめに 

 最近、水稲の登熟期の気温が高く推移するために、白未熟粒が多発し玄米の外観品質の

低下を招く、高温登熟障害の発生が全国で大きな問題となっている（森田、2011）。外観品

質の低下は、落等要因となり農家収入の減少をもたらし、白未熟粒の多発は食味が低下す

ることや加工時に問題が生じやすくなることが指摘されている。このような状況の中、収

穫前に白未熟粒の発生状況が把握できれば、共済申請の判断材料としての利用や気象庁か

ら発表される異常天候早期警戒情報を併用した早い段階での警報発令、対策の実施が可能

となり、被害回避につなげることができる。そこで、生産現場で白未熟粒の発生状況を把

握することを目的に、白未熟粒発生予測モデルの開発を行った。また、白未熟粒発生予測

モデルを開発することによって、出穂適期や白未熟粒の発生にかかわる籾数の適正設定等

にも利用することができ、栽培管理への応用も可能になると考えられる。 
 なお、共済申請のための白未熟粒発生予測は、まず気象情報、水稲生育情報を入力する

本モデルでおおよその白未熟粒の発生状況を把握し、次に多発が予測された場合は本テキ

スト「乳心白粒発生予測装置」（森田、2011）で高温登熟障害の発生を確実に把握する、と

いった流れとなる。 
 

２．モデルの内容 

 モデル構築に必要な水稲の生育および白未熟粒発生状況に関する情報は、九州内の農家

水田において収集した。白未熟粒発生と気象条件の解析にはアメダスと気象台のデータを

用いた。水稲の品種は、九州の普通期栽培で広く栽培されているヒノヒカリを対象とした。 
１）発生原因と白未熟粒のタイプ 

 白未熟粒は、乳白粒、心白粒、背白粒、基白粒などに分類される。これらの白未熟粒は、

発生原因によって 2 つのタイプに分けられることが、最近の研究で明らかになってきた。1
つは、主に登熟期の高温によって多発するタイプで、基白粒や背白粒が相当する。2 つめは、

登熟期の高温の他、日射不足、籾数過多、葉色の低下などが大きな原因とされている乳白

粒や心白粒である。そこで、白未熟粒の発生予測モデルの構築はタイプごとに検討するこ

とにした。 
２）基白、背白粒タイプの発生予測モデル 

 まず、1 つめの基白粒、背白粒タイプの発生予測方法については、基白粒を取り上げて検

討した。図 1 には出穂後 20 日間の平均気温と基白粒発生率との関係を示している。両者の

決定係数は（r2）0.72 と高く、出穂後 20 日間の平均気温を用いることによって、高い精度

で、基白粒の発生を予測できることが確認できた。両者の関係式は以下のように表される。 
IWBK = 3.45×10－7 exp（0.607×T）  （r2 = 0.72）  （1） 

ここで、IWBK ：白粒発生率（%）、T：出穂後 20 日間の平均気温である。 
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 なお、基白粒や背白粒の発生には葉色も関わっていることが明らかにされている。今後、

葉色の影響についても検討を行う必要がある。 
 

          
３）乳白粒、心白粒タイプの発生予測モデル 

 (１）籾あたり乾物生産量の評価 

 次に、乳白粒、心白粒の発生予測方法について述べる。まず、出穂期から 20 日間の平均

気温および籾数と乳白粒発生率（心白粒も含む）との関係を図 2 および図 3 に示した。平

均気温と乳白粒発生率との関係をみると（図 2）、気温が高いほど乳白粒の発生率が高いこ

とがわかる。しかし、気温と発生率の対応関係が年次によって異なる。また、2007 年の夏

は九州だけでなく全国的にも記録的な猛暑となったが、発生率は 2008 年に比べて低い結果

となった。籾数と乳白粒発生率との関係をみると（図 3）、今までの報告のように籾数が多

くなるに伴い、乳白粒発生率が高いことが確認できた。ただ、両者の決定係数は 0.27 と低

い値であった。これらの結果から、気温、籾数と乳白粒や心白粒発生率の単相関の解析だ

けでは予測精度の向上は難しいと考えられた。 

 
  
 乳白粒や心白粒の発生は、登熟期の高温、日射不足、葉色の低下、籾数過多などが主要

因と考えられている。高温は呼吸速度の増加による同化産物の消耗を、日射不足、葉色の

低下は光合成速度の低下による同化産物の減少をもたらすと考えられる。籾数過多による

乳白粒の発生は、籾あたり乾物生産量が不足することで発生が増加すると考えられた。そ

こで、モデルの説明変数には、まず気象情報として登熟期の気温、日射、水稲の生育情報

として出穂期の群落の日射吸収率、葉色、籾数を用いて、下記の籾あたり乾物生産量の評
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価式を提案した。 
DMG = Vc×SR×α×RUE / Gr     （2） 

ここで、DMG：籾あたり乾物生産量（g/粒）、Vc：品種による係数、SR：日射量（MJ/㎡）、

α：出穂期の群落の日射吸収率、RUE：群落に吸収された日射がどれくらい乾物生産に結

びついたかを表す日射利用効率（g/MJ）、Gr：m2あたりの籾数である。 
 (２）高温による同化産物の消耗 

 発生原因の 1 つである同化産物の消耗をもたらす高温の影響については、（2）式中の RUE
で表すことができないか検討した。RUE は以下の式より算出した。 

             
 ここで、DMには登熟期の乾物生産量として玄米収量を用いた（g/m2、水分含量 0 %）。SR
は登熟期の日射量（MJ/m2）、αは出穂期の群落の日射吸収率である。 
 図 4 には、登熟期の気温と RUE の関係を示した。葉色を葉緑素計による SPAD 値で 2 段

階に分けて気温と RUE の関係をみると、SPAD 値が 30 より大きい場合、30 以下の場合のい

ずれも登熟期の気温が高いほど RUE は低いこと、また出穂期の葉身の SPAD 値が高い方が

RUE は高く保たれることが明らかになった。図中の登熟期の気温と葉身の SPAD 値に基づ

いた RUE 推定式を表 1 に示した。RUE 推定式は、乳白粒発生に関わる高温や葉色の影響を

表すことができるものと考えられた。 

        

表１ 出穂期の葉色を考慮した登熟期の気温と RUEの関係式 

RUE Sv30＜ = 37.9 exp（－0.116×T）  （r2 = 0.52） （4） 
RUE Sv30≧ = 6.34 exp（－0.053×T）  （r2 = 0.45） （5） 

RUESv30＜は出穂期の主稈上位 4 葉の平均SPAD値が 30 より大きいときのRUE、RUESv30≧はSPAD値が 30 以

下のRUE、Tは登熟期の平均気温． 

 

 (３）高温乾燥風の影響を考慮した籾あたり乾物生産量 

 最近、登熟期の高温で乾燥した風も、乳白粒の発生を助長しているとの報告がみられる

（大谷・吉田、2008；Wada et al.、2011）。そこで、高温乾燥風の影響をモデルに加えるため

の検討を行った。高温乾燥風の影響は、木邨（1950）の蒸散強制力を用いて表すことにし

た。以下に蒸散強制力の評価式を示す。 
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FTP = Da×√U            （6） 
Da = es－e                （7） 

 ここで FTP：蒸散強制力、Da：大気の飽差（hPa）、U：風速（m/s）、es：飽和水蒸気

圧（hPa）、e：蒸気圧（hPa ）である。この蒸散強制力を用いて評価した籾あたり乾物生

産量と乳白粒発生率との関係を図 5 に示した。 

       

 高温乾燥風の影響を考慮した籾あたり乾物生産量が少ないほど乳白粒発生率は多くなり、

両者の決定係数は 0.65 と高いことが確かめられた。高温乾燥風の影響を考慮した籾あたり

の乾物生産量を評価することによって乳白粒の発生を予測できるものと考えられた。この

両者の関係式を乳白粒発生予測モデルとすることにした。以下に乳白粒発生予測モデルの

計算式を示す。 

               IMWK = 51.16 exp (－625.9×DMGFTP )       （8） 
           DMGFTP = DMG exp(－0.00012×FTPac)    （9） 
 ここで IMWK：乳白粒発生率（%）、DMGFTP：高温乾燥風の影響を考慮した籾あたり乾

物生産量（g/粒）、DMG：籾あたり乾物生産量（g/粒）、FTPac：出穂期から 16 日目～25
日目の蒸散強制力の積算値である。 

４）モデルの入力項目 

 今回紹介した白未熟粒発生予測モデルに入力する情報は以下の表 2 に示した通りである。 
 

表 2 白未熟粒発生予測モデルに入力する情報 

 

 
    気象情報      登熟期       気温 日射量（日照時間） 風速 湿度  

     水稲生育情報    出穂期       草丈 茎数 SPAD 値 移植密度 

 
 図 6 には乳白粒発生予測のための計算の流れを示した。DMG の計算に必要な日射吸収

率は LAI から求める。LAI は出穂期の草丈、茎数、移植密度から推定が可能である。籾数

についても同じく出穂期の草丈、茎数、移植密度、SPAD 値を用いて推定することができる

ことがわかっている。また、気温、日照時間、風速はアメダス、湿度は気象台のデータを

用いる。日射量はアメダスの日照時間から推定することができる（表 3）。日照時間から日

必要な情報 

の時期 

 

情報の種類 情報の項目 
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射量への変換は、近藤らの（1991）方法により、その際必要となる大気圏外日射量は蔵

田・岡田（1989）、可照時間は気象庁（1973）より求める。 

 

図６ 乳白粒発生予測のための計算の流れ 

 
 

 

図７ 風洞実験施設による高温乾燥風の影響評価 

 

 

表３ 日照時間から日射量への変換式 

Sd/Sd0 = 0.244+0.511（N/N0）  0＜N/N0≦1   （10） 
Sd/Sd0 = 0.118              N/N0 = 0     （11） 

   Sd：日射量（MJ/m2）、Sd0：大気上端の水平面日射量（MJ/m2）、N：アメダスの日照時間（時間）、N0：

可照時間（時間） 

気温 日射量 

LAI 

SPAD 値 

籾数 

草丈・茎数・ 

移植密度 

 

 
RUE 

籾あたり乾物生産量（DMG） 

日射吸収率 

乾燥風の影響を考慮した籾あたり乾物生産量（DMGFTP） 

乳白粒発生率 

風速・湿度 

出力 

入力 
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３．これからの展開 

 乳白粒や心白粒はDMGFTPを用いることで、ある程度の精度で発生状況を説明できること

が確かめられた。しかし、図 5 をみるとバラツキもみられる。本モデルでは高温乾燥風の

影響は、高温乾燥風により籾あたりの乾物生産量が減少する、といったメカニズムで説明

している。この点については、風洞実験（図７）で得られた知見や植物生理学的な知見（Wada 
et.al.，2011）等に基づいてモデルを改良し、さらに精度を向上させる必要がある。 
 気象庁は 2 週先の気温を予測し異常天候早期警戒情報を発表している（前田、2010）。気

象予測情報をモデルに入力することによって、早い段階での白未熟粒の発生状況の把握が

可能となり、対策のいち早い実施が可能になるものと考えられる。また、農研機構では高

温登熟障害も含めた全国版早期警戒・栽培支援システムの構築に取り組んでおり（菅野、

2008）、今回紹介したモデルについてもシステムに組み込まれる予定である。 
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高温障害回避に向けた水管理法および稲体温度の測定法 

 

中央農業総合研究センター 

丸山 篤志 

 

１．はじめに 

水稲登熟期の高温による玄米品質の低下が全国的に大きな問題となっている。品質低下

の主要因である白未熟粒の発生は、出穂後 20 日間の平均気温がおおむね 25～26℃以上で

顕著になることが知られているが、気温が同じでも生殖成長器官である穂の温度によって

被害の異なることが指摘されている。高温障害の対策として、登熟期の水管理の工夫によ

る暑熱の低減が試みられているが、それが稲体の熱環境や白未熟粒の発生率にどの程度の

影響を及ぼすのかあまり知られていない。本稿では最初に、水田における稲体温度の一般

的な特性とその測定方法について解説する。次に、登熟期の暑熱を低減するための水管理

を実施した水田において、水田の熱環境と白未熟粒の発生率がどのくらい変化するか検証

した事例を紹介する。また、暑熱対策に効果的な水管理の方法について紹介する。 
 

２．稲体温度の特性と測定方法 

１）作物体の熱収支 

 作物体の温度は、周辺大気の温度や湿度、群落内を吹き抜ける風、葉面の濡れや気孔の

開閉など様々な環境要因に左右される。ここでは、稲体温度が各種環境要因とどのように

関わるのか理解するため、熱物理学の基礎をもとに解説する。一般的に、作物体の温度は

作物体の表面における以下のエネルギーの収支（熱収支）によって決まる（図 1）。 

 

SPEHRn +++= λ      （式 1） 

 

ここで、Rnは作物体が受ける正味の放射量（純放射量）で日射（短波放射）と赤外放射（長

波放射）の両方を含む。Hは作物体周辺の空気塊を直接温めるのに使用されるエネルギー（顕

熱輸送量）、λEは蒸散にともなう水の気化に使用されるエネルギー（潜熱輸送量）、Pは

作物の光合成に使用されるエネルギー、Sは作物体を温めるのに使用されるエネルギー（貯

熱量変化）である。このうち、PとSは他の熱収支項に比べて小さいため、作物体温への影

響を考える上で無視することができる。また、HおよびλEの大きさはそれぞれ、作物体と

周辺大気との温度差および水蒸気圧差に比例することが知られており、作物の体温Tcと以

下の関係にある。 
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ここで、cpρは空気の定圧比熱（ほぼ一定）、Taは気温、es(Tc)は作物体温に対する飽和水
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蒸気圧、eaは大気の水蒸気圧、γは乾湿計定数である。raは葉面－大気間の輸送抵抗（速度

の逆数）で、風速の増加とともに減少する。また、rsは気孔抵抗と呼ばれる輸送抵抗で、

気孔が開いている場合（すなわち、蒸散しやすい場合）ほど小さな値となる。式 2 を式 1

に代入していくつかの近似を行うと、作物体温Tcに関して以下の計算式が得られる（例え

ば、Monteith and Unsworth, 2008）。 
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ここで、es(Ta)は気温に対する飽和水蒸気圧、Δは気温に対する飽和水蒸気圧曲線の勾配

で、それぞれ気温から求めることができる。そのため、作物体温は結局、気温Taと純放射

量Rn、大気の水蒸気圧ea、熱輸送抵抗ra、気孔抵抗rsの 5 つの要因によって決まることが

分かる。また、上式では植物体温に対して、右辺の第１項が基準となる気温で、第２項が

断熱過程による温度上昇（放射と顕熱の影響）、第３項が非断熱過程による温度低下（潜

熱の影響）に相当する。 

 式 3における各要因の関係から、作物体温について私たちの直観とも一致する次のよう

ないくつかの特性のあることが分かる。 

 

（ａ）気温が高いほど作物体温は高くなる。 

（ｂ）作物体の受ける放射量が大きいほど作物体温は高くなる。 

（ｃ）風が強いほど顕熱輸送が活発になり放射による温度上昇が抑制される。 

（ｄ）湿度が低いほど潜熱による温度低下の効果が大きくなる。 

（ｅ）気孔が開くほど、潜熱による温度低下の効果が大きくなる。 

 

ただし、厳密には日射や風速が作物の気孔応答にも影響を与えるため、いくつかの複雑な

特性もある。例えば日射が増えると、上記ｂの効果に加えて、作物が光合成のため気孔を

開くことでｅの効果が現れる。あるいは、

風が強くなると上記ｃの効果に加えて、作

物が水ストレス回避のため気孔を閉じるこ

とでｅと逆の効果が若干現れる。また、ｂ

の放射量には、日射（短波放射）に加えて

天空および地面（水田の場合は水面）から

の赤外放射（長波放射）が含まれるため、

例えば水田における水温の変化は、気温の

変化とは独立に稲体温度に影響を与える。

気孔の環境応答や水面からの赤外放射まで

を含めた総合的な稲体温度の形成過程につ

いては、例えば Maruyama and Kuwagata

（2010）を参照されたい。  
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２）葉温および穂温の測定 

 温度計には様々な種類があるが、作物体温（葉温・穂温）を測定するには主に２つの方

法が用いられる。ひとつは細い熱電対を葉茎部や穂に接触して測る方法で、もうひとつは

放射温度計を用いて非接触で測る方法である（日本農業気象学会編，1997）。 

熱電対を用いる場合、測温接点と作物体を十分に接触されるため、あるいは素線による

熱伝導の誤差を少なくするため、測温用の素線はなるべく細いほうが良い。しかしながら、

一方で野外における雨風の影響で熱電対が損傷するのを防ぐため、素線はある程度の頑強

さが必要である。多くの研究者は、葉温や穂温の測定に線径 0.1mm程度の素線を用いてお

り、屋外ではそれに 0.5mm程度のリード線（補償導線）を接続してデータロガーまで延長

することで作物体温を測定している。葉温を測定する場合、測温部は合成ゴム系接着剤あ

るいはテープを用いて葉に固定する。接着剤による固定は長期間の測定に適しているが、

野外での接着作業はやや煩雑となる。一方で、

テープを用いる場合は蒸散を妨げないよう注意

する必要があり、通気性の高い医療用テープを

使用すると良い（写真 1）。穂温（籾の温度）

を測定する場合には、同じく合成ゴム系接着剤

を用いて固定する、または測温接点を籾内部に

挿入する方法が用いられる。接着剤による固定

では、溶剤の塗り過ぎによる籾の変質に注意す

る必要がある。一方で、籾内部に挿入する場合

は、出穂日から開花後数日程度までの籾殻が柔

らかい期間中に、測温接点を籾殻の重なる部分

に軽く 3～5mm 程度挿入することで、成熟期まで

籾の変質もなく安定的に穂温を測定することが

できる（写真 2）。 

 放射温度計による作物体温の測定は、測温対

象に非接触で測ることができるため、作物体を

損傷せずに計測できる利点がある。また、放射

エネルギーの測定に多数の感受素子（画素）を

有する機器（サーモトレーサ）では、同時に多

点の表面温度を計測できる利点もある。一方で、

接近して測定する場合は温度計自身や観測者か

らの赤外放射が測定値に影響を与えること、反

対に遠隔から測定する場合は空気中の水蒸気の

影響などに留意する必要がある。また、測定す

る角度によって群落内部における葉の向きや日

射の影響が変わってくるので、測定の際は対象

物体に対する測定の方位角、天頂角等の位置関

係を同時に記録しておくことが望ましい。 
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３．水管理による高温対策の検証事例 

１）検証方法 
水管理方法による水温の違いが、稲体温度や白未熟粒の発生にどの程度の影響を与える

のか明らかにするため、九州沖縄農業研究センターの水田圃場（品種：ヒノヒカリ）にお

いて 3 年間の検証試験を行った（丸山ら，2011）。登熟期に約 22℃の用水を連続的にかけ

流し、水口から距離の異なる 6 地点すなわち 3m、6m、12m、24m、36m、48m（または 45m）

において水温の連続測定を行った（図２）。また、6m 地点と 36 地点に作物体温の調査区

を設け、両地点では同時に葉温・穂温の空間的分布を調べた。気温は自然通風型の放射除

けを被せた熱電対を用いて、葉温と穂温は極細タイプ（線径：76μm）の熱電対を用いて

観測した。収穫後に各地点における白未熟粒の発生率と収量構成要素を調査した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）暑熱低減効果の検証結果 
登熟初期に相当する 9 月上旬の各地点の気温と水温、および 6m 地点の稲体温度の鉛直

分布の経時変化を図 3 に示す。気温は 20～32℃の範囲で推移し、晴天日が続いたため 8～
12℃程度の比較的大きな日較差を示した。一方で、水温はかけ流しの影響を受けて日較差

が最大でも 4℃以内と小さかった。水温の水平分布には水口からの距離に応じた温度勾配

がみられ、3m 地点は 48m 地点に比べて最高水温が 2～3℃、最低水温が 0～2℃低い傾向が

みられた。日中の水温は気温よりも最大で 6～8℃低く、その結果として稲体温度は群落各

層で大きく異なった。すなわち、群落上層では葉温が気温と同じくらいであるのに対して、

群落下層の葉温は気温より 2～4℃ほど低く推移していた。この傾向は午後に特に顕著であ

った。この結果から、水田でのかけ流しによって稲体は、葉面より温度の低い水面への長

波放射の射出（または顕熱輸送）によって冷やされていることが分かる。 
 各調査地点における白未熟粒の発生率と玄米収量を図 4 に示す。ここでの白未熟粒は、

穀粒判別器（サタケ RGQI20A）による乳白粒・基部未熟粒・腹白未熟粒の合計を用いてい

る。また、白未熟粒の発生に関与する出穂後 20 日間の温度（気温でなく水温）の平均値も

併せて図に示す。検証試験を行った 3 年間の全年次において、水口に近く平均水温の低い

地点ほど白未熟粒の発生率も低い傾向がみられた。加えて、白未熟粒だけでなく穀粒判別

器による「その他未熟粒」の発生率も同様の傾向を示していた。ただし、年次間差に着目

すると、異常高温年で水温も高かった 2010 年よりも 2008 年の発生率が全体的に高く、白

未熟粒の発生率が温度以外の要因（例えば日照）にも左右されていることが伺える。一方
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で、玄米収量の地点間差は 3 年間とも異なる傾向であった。このことから、年次によって

品質や収量形成の過程には違いがあるものの、相対的な白未熟粒の発生率は水温の低い地

点で低下していると言えるだろう。水田水温は、かけ流し以外にも水深管理や取水・落水

のタイミングによっても、ある程度の制御が可能であることから、高温対策のための効果

的な水管理方法を検討した結果を次章で紹介する。 
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４．水温上昇を抑制する水管理方法 

西南暖地の多くの水田地帯では、登熟期に取水と自然落水を数日間隔で繰り返す間断灌

漑が行われている。水体は土壌よりも体積熱容量が大きいため、湛水時の水温（または地

表面温度）は一般的に、日中の最高水温は落水時よりも低くなり、逆に夜間の最低水温は

落水時よりも高くなる。どのようなタイミングで取水・排水（強制落水）を行うことが水

温を低く抑えられるのか明らかにするため、水田の熱収支に基づいた水温のシミュレーシ

ョンモデルを構築して解析を行った。 

2010 年の佐賀の登熟期を対象に、水温上昇を最大限抑制するための最適な水管理方法を

調べた。対象日には猛暑日となった 9月 4日（晴天日）と 9月 6 日（曇天日）を選定し、

両日において取水時刻と排水時刻の様々な組み合わせによる水温の日変化を計算し、水温

の日平均値が最も低くなる管理方法を探索した。平均水温が最も低くなる組み合わせは、

取水と排水をほぼ同時に行う場合を除くと、晴天日は午前中に取水して夕方に排水する場

合、曇天日は朝に取水して夕方に排水する場合であった。この結果から、日中に温まった

水体を夕方に排出することが、最適な管理のために共通することが分かった。最適な管理

では、夜間の最低水温は浅水管理に近く、日中の最高水温は深水管理と同程度（またはそ

れ以下）に抑えることができる。この管理方法による平均水温の低下量（浅水管理との差）

は晴天日が－1.3℃、曇天日が－0.9℃で、前章の水温による白未熟粒発生率の違いを考え

ると、玄米品質の低下の抑制に対して一定の効果が期待される。 

 

       晴天日（9月 4日）           曇天日（9 月 6日） 
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温暖化の将来予測に関する最近の知見 

農業環境技術研究所 

桑形 恒男 

 

１．はじめに 

地球温暖化の進行が、水稲の生産に大きな影響を及ぼすことが懸念されている。実際に

四国や九州などの西日本においては、登熟期の高温にともなった白未熟粒の発生などによ

り、1990 年後半より一等米比率が低い状態が続いている。最近では高温登熟による白未熟

粒の発生被害が東日本や北日本にまで拡大し、とりわけ 2010年の猛暑では高温による品質

低下が全国的規模で発生した（Kobayashi et al., 2011）。また 2007年 8 月中旬には関東・

東海地方で 40℃を越える異常高温が発生し、高温不稔の発生が確認された（Hasegawa et 

al., 2011; Kobayashi et al., 2011; Yoshimoto et al., 2011）。今後予想される地球温

暖化の進行により、さらなる被害の拡大が心配される中、早急な対策の策定が急務となっ

ている。本稿では、温暖化や気候変動の将来予測に関する最新の知見について紹介すると

共に、日本の水稲生産に影響を与えている近年の気候変動の特徴について解説する。 

 

２．温暖化の将来予測 

１）グローバルな気候変化予測と不確実性 

現在、第 5次結合モデル相互比較プロジェクト（CMIP5）における温暖化予測に関する取

り組みが、世界中の研究機関で実施されている。CMIP5 における温暖化予測は、気候変動

に関する政府間パネル（IPCC）の第 5 次評価報告書（2014年に公表予定）に反映される予

定である。本稿では IPCC の第 4次評価報告書（IPCC, 2007）に盛り込まれた、第 3次結合

モデル相互比較プロジェクト（CMIP3）の結果に基づき、気候変化予測結果の概要について

解説する。 

CMIP3 では、複数の温室効果ガス排出シナリオに基づき、全球気候モデル（GCM）を用い

た気候変化予測が実施された。GCM 間での結果の違いは大きく、高度成長化社会において

各エネルギー源のバランスを重視する温室効果ガス排出シナリオ（A1B）の下で、21 世紀

末（1980～1999 年を基準として約 100年後）までの全球平均地上気温の上昇量の予測幅は

1.7～4.4℃（平均で 2.8℃）にも達する。地上気温の上昇量の空間分布や季節変化につい

ても、低緯度より高緯度地方で気温上昇量が大きくなるという共通の特徴を除いて、GCM

間での違いが大きい。水稲などの農業生産おいて重要な降水量や日射量などの他の気象要

素については、気温以上に GCM間での結果の違いが大きくなっている。このように将来の

気候変化予測には大きな不確実性があり、この点に留意して、水稲生産の将来予測や温暖

化に対する適応策の策定などを実施する必要がある。 

２）ダウンスケーリング手法による局地気候変化の予測 

GCM により作成された将来気候予測データの水平間隔は通常 100km 以上であり、日本国

内の影響評価に使用するには空間解像度が粗すぎる。そのためダウンスケーリング手法を

用いて、より高い空間解像度を持ったデータを作成する。ダウンスケーリング手法には統
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計的ダウンスケーリングと力学的ダウンスケーリングの 2 つの方法がある。 

統計的ダウンスケーリングでは、GCM によって計算した過去の再現気象データと、実際

の気象観測データとの間の統計的な関係に基づいて、将来の気候予測データをより高い時

間・空間解像度で作成する。 

一方、力学的ダウンスケーリングでは、GCM による結果を境界条件として、対象となる

領域の気候変化を、より高い空間解像度を持った地域気候モデルを用いて計算する。また、

統計的ダウンスケーリングと力学的ダウンスケーリングの両者を組み合わることで、より

精度の高い将来気象予測データを作成することができる（Iizumi et al., 2012）。 

３）日本を対象とした温暖化の将来予測 

さまざまな分野において、GCM による将来気候予測の計算結果にダウンスケーリング手

法を適用することで、日本を対象とした温暖化の将来予測と、それら予測結果に基づいた

影響評価が実施されている。 

著者らは、統計的ダウンスケーリング手法に基づいた、日本における気候変化の農業影

響と適応・緩和策を評価するための地点・日別気候変化シナリオデータセット（ELPIS-JP）

を提供している（飯泉ら、2012; Iizumi et al., 2012）。ELPIS-JPでは IPCC第 4次評価

報告書が提示する 3 つの温室効果ガス排出シナリオ（A2・A1B・B1）と CMIP3 における 10 

種類の GCMの計算結果の組み合わせから、26 個の気候変化予測を利用し、各予測について

確率モデル（ウェザージェネレーター）を用いて日々変動が異なる 50 個の日別気候予測デ

ータを作成した。アメダスなどの気象観測点（全 938 地点）ごとに、1981 年から 2091 年

までの 7 要素（日平均・日最高・日最低気温、降水量、日射量、相対湿度、風速）の日別

気候データが用意されている（図 1、2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ELPIS-JP の概要（飯泉ら、2012） 

黒丸は気候予測データを作成した 938 地点を表す。1981～2000 年の期
間のデータは、現在気候の再現値に対応している。 
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気象庁では、地球温暖化による影響評価、緩和策や適応策の検討の推進、科学的知見の

普及・啓発などの目的で、地球温暖化に対する予測情報を定期的に発表している。2013年

3月には「地球温暖化予測情報 第 8巻」が発表された。この報告では、温室効果ガス排出

シナリオ A1Bに基づいて水平解像度 20kmの高解像度 GCMで全球気候変化予測を行い、その

結果を側面境界条件として、地域気候モデルを用いた力学的ダウンスケーリング手法によ

って、水平解像度 5kmで日本付近の気候変化を算定している。本報告では平均的な気候の

変化だけでなく、社会的影響が大きい極端現象（最高気温や降水量などの極値）の変化も

扱っているのが大きな特徴である。またこれまでは報告していなかった、最深積雪や日射

量、湿度の変化についても扱っている（気象庁、2013）。本報告における 21 世紀末頃（2076

～2095 年）の気候変化予測の結果をまとめると、以下のようになる（気象庁、2013）。 

① 年平均気温は現在（1980～1999 年）より 3℃程度上昇し、北日本で上昇量が大きい。

冬日（日最低気温 0℃未満）は北日本で減少幅が大きく、猛暑日（日最高気温 35℃以

上）は東・西日本で増加幅が大きい。 

② 年降水量は北日本中心に増加し、冬から春にかけて太平洋側で降水量が増加する。大

雨の発生回数や無降水日数が多くの地点で増加する。 

③ 冬季の降雪量や年最深積雪はほとんどの地域で減少するが、北海道の内陸部や中部山

岳などでは現在と同程度か増加する地域もある。 

④ 夏は多くの地域で相対湿度が低下し、冬は東日本の日本海側を除いて上昇する。 

⑤ 北日本で年間を通して日射量が減少する。冬は沖縄・奄美を除いて日射量は減少し、

東日本の太平洋側・西日本では春～夏にかけて増加する。 

これらの結果は特定の温室効果ガス排出シナリオ（A1B）の下で得られた、単一の GCM

による計算に基づく予測であり、さらに予測結果には不確実性も含まれているので注意が

必要である（結果の詳細についてはオリジナルの報告書を参照のこと）。 

図 2 気候予測データの例（排出シナリオ：A1B、札幌）（飯泉ら、2012） 

灰色の領域は 10 種類の GCMにウェザージェネレーターを適用して作成した
50 個の気候予測値の最大値と最小値の幅、黒線は各 GCM の中央値（赤線：
GCMの 1 つ(MIROC-H)による予測の中央値と 90％信頼区間）。 
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３．日本における近年の気候変動 

１）日本における気温の長期変化 

気象庁では都市化による影響が少なく、全国に分布した 17 ヶ所の地上気象観測所を選定

し、それら全地点で平均した月平均気温データから、日本における気温の長期変化傾向を

調べている（気象庁、http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/temp/index.html）。

その結果によると、1898 年から 2012 年までの気温の長期変化量（トレンド）は、年平均

で 1.15℃/100 年、冬季（前年 12 月～2 月）は 1.12℃/100 年、春季（3～5 月）は 1.30℃

/100 年、夏季（6～8月）は 1.02℃/100 年、秋季（9～11月）は 1.17℃/100 年となり、春

と秋にやや大きくなっている。全期間のうちで、気温上昇が比較的大きな時期と小さな時

期があり、近年では 1980 年代以降の気温上昇量が大きくなっている。 

２）農耕地における近年の気温変動 

1970 年後半からアメダス地点が整備され、より詳細な気候変化の解析が可能となった。

農業環境技術研究所では、気象庁発行の 1km メッシュ気候値とアメダス地点の気象データ

を用いて、1978年から現在までの 1kmメッシュ気象データ（日別の気温、降水量、日照時

間、日射量）を整備している（清野、1993）。夏季の高温指標として、猛暑日（日最高気

温 35℃以上）と熱帯夜（日最低気温 25℃以上）の発生頻度を全国レベルで調べたところ、

1994 年以降に両者の発現頻度が、都市部のみならず、水田地帯においても有意に増加して

いることが判明した（Ishigooka et al., 2011）。 

アメダス地点のデータを解析するにあたり、観測点周辺の土地利用形態に留意する必要

がある。すなわち都市化が進んだ観測点では、都市気象の影響で高温となり、周辺の農耕

地の環境を代表しない（西森ら、2009）。そこで著者らは、観測点周辺の土地利用を考慮

することで、各都道府県の農耕地を代表する「農耕地モニタリング地点」（65 地点）を、

全国のアメダス地点の中から選定した（村上ら、2011; 西森ら、2013）。 

農耕地モニタリング地点における 1980～2007 年の気温変化量（トレンド）の分布を図 3

に示す。日平均・日最高・日最低気温（いずれも年平均値）とも、全国的に概ね 1℃/25

年以上の割合で上昇傾向にあり、特に西日本における日最高気温の上昇量が 1.5℃/25 年以

上と大きくなっている。気候モデルから予想されているグローバルな気温上昇は高緯度ほ

ど大きいが、日本での近年の気温上昇傾向はそれとは一致していない。図 4は農耕地モニ

タリング地点のデータに基づく 1980～2007 年の気温変化量（トレンド）の地域・季節分布

であるが、気温上昇の程度は地域や季節によって大きく異なっていることがわかる。早春

(2月)の日最高気温（全国）と秋季（9～10 月）の西日本での日最高・日最低気温の上昇の

程度が大きく、北日本では 12月に気温がやや低下傾向となっている。 

ここでは農耕地モニタリング地点のデータを用いて、1980 年以降の日本の農耕地におけ

る気温変化の特徴を調べたが、日平均気温に比べて日最高・日最低気温は観測地点近傍の

ごくローカルな環境の影響を受けやすく、農耕地モニタリング地点のデータについても、

水稲の生育解析などに使用する際には、より詳細な吟味が必要である。対象とする試験圃

場や現地水田において実際に気温を測定し、近隣の気象観測地点（アメダスなど）と対象

水田の気温差の特徴を事前に調べておくと都合がよい。このようにして得られた気温差を

補正することで、気象観測地点における気温データをより有効に活用できるようになる。 
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図 3 農耕地モニタリング地点における 1980～2007 年の気温変化量（トレンド）の
分布（村上ら、2011 に基づいて作成） 

左から日平均 Tmean・日最高 Tmax・日最低気温 Tmin（いずれも年平均値）に対する
結果で、気温変化量（トレンド）は対象期間の直線回帰式の傾きより算定した。 
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図 4 農耕地モニタリング地点のデータに基づく 1980～2007 年の気温変化量（トレ
ンド）の地域・季節分布（村上ら、2011 に基づいて作成） 

農耕地モニタリング地点を北日本（23地点）、東日本（19 地点）、西日本（22地
点）に分割（沖縄にある農耕地モニタリング地点は除外）、3つの地域ごとに月別
の日最高・日最低気温データを平均化し、それぞれのトレンドを算定した。 
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早期・普通期水稲における気象災害と品質安定技術 

 

鹿児島県農業開発総合センター  

若松 謙一 

 

１．はじめに 

九州では台風による風水害、海外飛来性害虫の多発などの自然環境による品質・収量の低

下要因が多く存在しており、その回避策として早期栽培が一部地域で定着している。中でも、

南九州の稲作は温暖な気候を活かして、３～４月に田植えする早期栽培（７～８月収穫）か

ら６月に田植えする普通期栽培（10～11 月上旬収穫）まで約 220 日以上の期間、早晩性の異

なる品種が栽培されている。近年、温暖化によってさらに生育可能期間が延長される一方で、

登熟期間の高温等の影響による玄米外観品質の低下等の問題が生じている。 

そこで本稿では、早期・普通期栽培における不完全米の発生と品質低下要因について概説

する。 

 

２．早期栽培における気象要因の影響と対策 

１）早期栽培の早進化と品質低下  

南九州の早期栽培では、登熟期に当たる 7月の高温の影響を受けて背白米の発生がみら

れ、玄米品質が低下することが報告されてきた（安庭・江畑 1978)。1990 年代以後、植付

けの前進化に加えて温暖化の影響により出穂が早まり、登熟期間の初・中期の気温が比較的

低く推移するため背白米の発生がほとんどみられなくなっている(図１)。一方で、幼穂形成

期から登熟期間の大半が梅雨期と重なるようになり、日照不足の影響から、乳白米の発生の

ほか、屑米重、玄米タンパク含有率が増加するなど品質・収量の低下が問題となっている。 

 

２）コシヒカリの出穂変動 

鹿児島県農業開発総合センターの早期栽培奨励品種決定調査における 1991 年～2013 年ま

での出穂期をみると、6 月 7 日（1998 年）から 7 月 5 日（1992 年）まで最大で 28 日の出穂

期の幅がみられ、コシヒカリはひとめぼれ等の他品種に比べて出穂変動が大きいことが認め
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図１ 出穂期と出穂後の平均気温と日照時間
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平均気温２
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高温障害の発生しやすい出穂期
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注）平均気温，日照時間の値は鹿児島市における1971-2000の30年間の平均値.

平均値２は出穂後20日間の平均気温．

ヒノヒカリの5／中はヒノヒカリの5月中旬植の出穂期を示す．

コシヒカリ4/上

高温登熟性検定出穂期早期栽培出穂期
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られる（若松ら 2003）。出穂が早まった年は、4～5 月に気温が高く経過しており、生育初

中期に高温処理試験を行った結果、出葉速度が速まるとともに主幹葉数の減少もみられ、出

穂促進を助長している（図２）。 

 

３）日照不足と乾燥風による品質低下  

2007 年産は、台風 4 号（日平均風速 11m/s、相対湿度 92.4%、平均気温 25.7℃）が 7 月 14
日に来襲し、一等米比率 9.8％、作況 68(規格外米 38.5％の影響)と品質・作柄が 1996 年以来、

大幅に低下した。格下げ要因の主なものは乳白米・心白米で、一般に低日射などによるソー

ス機能の低下と密接に関係することが知られている。出穂後からの日照不足に加えて、台風

による乾燥風が被害要因の一つと考えられる。 
 
４）安定生産対策技術 

 早期栽培は、生育初期の低温や登熟期間の日照不足をなるべく避けるため、適正な移植時

期を遵守（県本土 3 月下～4 月中旬）するとともに、初期生育の不良による穂数不足となら

ないよう適正な栽植密度を守る（疎植しない）ことが重要である。特に、日照不足条件にお

いて未熟粒を軽減し、安定した登熟を進めるためには、穂数を増やし、一穂籾数を少なくす

る栽培法が有効である。 

  

３．普通期栽培における気象要因の影響 

１）不完全米の発生要因 

主要品種ヒノヒカリ（8 月下旬出穂）では、８月下旬～９月の高温年に背白米が散見され、

台風年に乳白米が発生し、品質低下の要因となっている（図３）。 

背白米など不完全米の発生要因はそれぞれ異なり、乳白米や心白米の発生については、

気象要因に限れば登熟期の高温条件よりむしろ低日射条件の影響が大きいこと(長戸・江幡

1959、若松ら 2006)、一方で、背白米の発生については、登熟期の高温の影響が大きく、

その発生程度に品種間差異がみられることが報告されている（岩下ら 1973、長戸・江幡

1965)。 
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２）背白米の発生要因 

背白米については、登熟初・中期の気温の影響が大きく（図４、若松ら 2008a、2010）、

出穂後 20 日間の平均気温 27℃以上で発生することが明らかになっている（若松ら 2007）。

さらに、登熟温度 28℃から背白米が多発し、登熟温度 30℃以上では腹白米および心白米が

併発する背白米（背白複合米）、乳白米（高温型乳白米、図 1）が発生すること（若松ら 2010）

を報告した。また、背白・基白米発生割合には品種間差異が大きく、遺伝的要因の寄与率

が高いことが明らかになっている（若松ら 2007）。背白米は高温・高日射条件で多くな

り、その割合は低窒素条件および高湿度条件で発生が助長される（図５。若松ら 2008b、

2009）。これまでの知見から、高温条件により胚乳貯蔵物質の蓄積が登熟の早い時期に偏

って進行し登熟後期に貯蔵物質蓄積が不充分となる背白米と、低日射条件などの影響により

同化産物供給が不足する乳白米は発生機作が異なることが推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）安定生産対策技術 

 普通期栽培は、初期生育時が梅雨期（日照不足）と重なるため、茎数不足とならないよう

極端な疎植を避けることが重要である。また、台風による被害を軽減するため、倒伏性に優

れる品種の組み合わせによる作期分散（危険分散）を図る必要がある。 
高温登熟障害を軽減するためには、1）高温登熟性の強い品種、2)高温を回避する熟

　　図３　移植時期と不完全米発生割合の関係(2003-2007年)
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期の遅い品種、といった品種の導入が最も有効である。しかし、登熟温度 30℃以上の

高温においては、高温登熟性耐性のみでは限度があり、高温を回避する熟期の遅い品

種や作期移動と組み合わせた普及が必要になる。また、窒素施肥量が多くなると、背

白米の発生割合が減少することが明らかにされている。一方で、窒素施肥量の多施用

は、玄米中のタンパク質含有率を高めるため食味への影響が懸念される。食味は、玄

米タンパク質含有率 7.0％を超えると低下するため、玄米の外観品質と食味の両立を考

慮した施肥設計を組み立てる必要がある。 

 

４．まとめ 

南九州の稲作では、長い作期を有しており、地域に適した作型・品種が選択されている。

これまで作況及び一等米比率は、台風の有無の影響が最も大きかったが、近年、登熟期の高

温の影響も大きく、品質低下の他、小粒化や充実不足も問題になっている。今後、台風

や温暖化などの気象災害に左右されにくい安定した生産を行うためには、作型および品種に

よる熟期の分散（危険分散）が重要である。また、高温登熟障害を軽減するためには、高

温登熟耐性品種の導入効果が最も大きいが、高温登熟耐性品種のみでは限界があり、

高温を回避する作期移動や肥培管理と組み合わせた普及が重要になる。 
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土作りによる高温登熟障害の回避技術 

～根圏環境改善とケイ酸・窒素がコメの品質向上に及ぼす効果～ 
秋田県立大学 

金田吉弘 

１．はじめに 

我が国では 1990 年代以降、高温になる年が多く、将来的にも継続的な気温上昇が予測さ

れている。かつて東北地方のイネは、冷害による凶作が続き農家を悩ませていた。しかし、

現在では、東北地方においても、過去には予測できなかったような高温によるイネの品質

低下が問題となっている。そのため、イネ栽培では、これまでの低温・寡日照に加えて異

常高温に対する対策もしっかりと確立しておく必要がある。ここでは、根圏環境の改善や

ケイ酸、窒素が高温条件下におけるコメの品質に及ぼす影響について解説する。 
 
２．高温下のイネに起こること 

筆者らは、登熟期の高温がイネに及ぼす影響を検討するために、出穂期から成熟期にか

けて高温と常温に設定した屋外型人工気象室でイネを栽培した。図１は、高温区（32/24℃）、

常温区（28/20℃）における

止葉の気孔コンダクタンス

の推移である。高温区の気

孔コンダクタンスは常温区

に比べて低く経過する傾向

が見られた。また、図２に

示すように、高温区の葉温

は、常温区に比べて高く推

移する。 
これらの結果から、高温

下でのイネ葉身に生ずる現

象は、図３のように考えら

れる。高温下におけるイネ

の葉身は、気孔開度が減少

し蒸散量が低下する。気孔

は葉身に二酸化炭素を取り

入れる器官の一部であるこ

とから、高温下では二酸化

炭素の取り込み量が減少

し、光合成能が低下すると

考えられる。加えて、葉温

の上昇や蒸散量低下にとも

なう水分吸収抑制などによ

り高温下では光合成能の低
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図１ 異なる温度下における葉身の気孔コンダクタンスの日変化（金田ら、2010）
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図１ 異なる温度下における葉身の気孔コンダクタンスの日変化（金田ら、2010）

図２　異なる気象条件下における葉温の日変化
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下がさらに助長されることが予

測される。 
以上のことをふまえると、高

温下において高品質米を生産す

るためには、出穂期以降の葉身

の窒素栄養を適正に保つととも

に生育後半まで根の活性を維持

し養水分吸収を持続させ光合成

能を高く持続できるような土壌

環境を作ることが重要である。 
 

３．高温に対応する土づくり 

 土づくりの目的は、土壌の物理性、化学性、生物性を総合的に改善しながら、イネの生

育に適した土壌環境を作ることである。特に、高温に強いイネ作りを支える土づくりは、

単に土壌改良資材や土づくり肥料の施用に限定されたものではなく、根の活力を維持する

ための根圏環境の改善や機械作業に支障を生じない土壌基盤の強化などを含む総合管理で

あることを強調したい。 
１）根圏環境の改善 

高温下においては根活性が低下しやすいことから、根域が拡大し、根活性が生育後半ま

で高く持続できるように、土壌中に酸素が多く存在する根圏環境が望まれる。酸素は、根

の呼吸作用に必要であり、茎葉を通じて空中から供給される。しかし、それだけでは不十

分であり、土壌からの酸素供給が重要になる。根が深く伸張し活性を高く保つ土壌環境を

作る方策の一つに耕起方法の改善がある。 
山口ら（2006）は乾田タイプの圃場において 15cm の深耕により 10cm 以下の下層根重の

割合が高まり、収量が増加するとともに背白・基白粒などの発生が軽減し完全米率が向上

することを報告している。このように乾田タイプでは、比較的酸素が供給されやすいこと

から根域確保を優先する必要があり、作土深 15cm を目標とした耕起が必要になる。 
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一方、粘土が多い圃場は透水性が低く、酸素の供給が少ないことから、過剰な代かきに

よる土壌還元の進行を避けることが重要である。例えば、粘土が多い土壌において、作土

（15cm）を水田プラウで反転し、作土の上層（５cm）のみを砕土した後に代かきをせずに

移植した無代かき圃場と慣行の耕起、代かきを行った代かき圃場で高温区を設けイネの生

育を比較した（図４）。 
 無代かき圃場は作土下部に大きな土塊が存在し、深さ５cm 程度の上部だけが細かに砕土

されている。一方、代かき圃場は代かきにより作土全体が泥状である。土壌の酸化還元電

位を調べてみると、無代かき圃場は代かき圃場に比べて酸化的に推移していた。また、無

代かき圃場における根の分布を見ると代かき圃場に比べて下層まで多く分布し根活性も高

かった。さらに、高温区における無代かき圃場の葉温は代かき圃場に比べて低下した（図

５）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
登熟期の高温条件下における品質を調査すると、乳白粒の発生率は無代かき圃場が代か

き圃場に比べて低かった（図６）。このことは、根活性が高く維持されている圃場では、

高温下でも品質低下が軽減され

ることを示している。 
以上のように、土壌タイプや

気象条件に対応しながら耕起深

度、耕起・代かき方法を工夫す

ることによって根活性を高く維

持できる土壌環境を作ることは

可能である。そのため、それぞ

れの土壌の実態を十分に把握し

ながら耕耘方法の改善や排水対

策を考える必要がある。 
 

４．高温下の品質向上に及ぼすケイ酸の効果 

１）気象条件とイネのケイ酸吸収 

無代かき 高温区 代かき 高温区

図５ 登熟期の根と高温区におけるイネの体温 （金田ら、2012）
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図５ 登熟期の根と高温区におけるイネの体温 （金田ら、2012）
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 図７は、水温を変えた場合の養分

吸収割合を示している。その中で、

ケイ酸は、適温に比べて低温でも高

温においても最も吸収率が減少し、

気象に影響を受けやすいと考えられ

る。また、図８は、高温条件下にお

いてポット試験を行い、ケイ酸施用

とケイ酸吸収量の関係をみたもので

ある。高温条件のケイ酸無施用区で

は常温条件に比べてケイ酸吸収量が

減少する。一方、ケイ酸施用区では

高温条件でもケイ酸吸収量は増加し

図７　ケイ酸施用が高温下における葉温の日変化に及ぼす影響
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図７ イネの養分吸収に対する水温の影響（馬場ら）

適温区を100とした指数で示す。吸収時期は８月，12日間
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図７ イネの養分吸収に対する水温の影響（馬場ら）
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た。さらに、高温区における葉温の推移を比較すると、ケイ酸施用区では無施用区に比べ

て低く推移している（図９）。また、図 10に示すように、高温条件下におけるケイ酸施用

区の気孔コンダクタンスは無施用区に比べて高く推移する。 

このように、高温条件下ではケイ酸施用によって土壌からのケイ酸供給量を増やすこと

によりイネのケイ酸吸収量が増加し、葉温を低下させる効果が期待できる。圃場条件で外

観品質を調べると、登熟期を高温にしたケイ酸質肥料区の乳白粒や着色粒の発生率は対照

区に比べて低下した。 

 この要因として、ケイ酸施用区では高温下において根の活性が高く維持され水分吸収が

旺盛となり、葉温の上昇も少なく葉身の光合成能が高く維持されることが推察される。 

 

２）ケイ酸の効果を高める圃場管理 

ケイ酸質肥料の施用効果を高めるためには、水稲根域の拡大や根活性を高める圃場管理

が欠かせない。イネの根活性は、移植後の急激な土壌還元により低下しやすくなる。その

ため、前年収穫後の圃場管理として、①田面に稲わらを均一に散布すること。②浅い明渠

により田面停滞水を排除することが基本となる。高温時には、出穂後の高温時にはかけ流

しや湛水を実施することや完全落水を早めないことなども大切である。また、高温条件下

で圃場に大きな亀裂が発生しているにも関わらず、湛水されていない圃場を目にする場合

がある。そこで、過乾燥により大きな亀裂が発生した圃場と亀裂が認められない圃場のイ

ネについて登熟期の水分吸収量を比較してみた。その結果、大きな亀裂が発生した圃場に

おいては、亀裂の発生が認められなかった圃場に比べて、土壌水や灌漑水の吸収量は明ら

かに少ない（金田ら、2008）。これは、土壌が下層まで過剰に乾燥しすぎて大きな亀裂が発

生する状態になると上根が切断されるとともに、下層への浸透水量が過剰になり、イネの

水分吸収が著しく抑制されることを示している。水吸収が抑制された圃場では、ケイ酸吸

収量が減少する。機械による収穫作業を優先するあまり早期に落水することはケイ酸吸収
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量や品質低下の大きな原因になる。ケイ酸の吸収を促進させるためには、生育後半まで間

断灌漑が可能な土壌基盤と圃場管理が重要である。 

出穂期以降に湛水管理を継続する水管理は、高温対策で重要となる。しかし、湛水管理

が長引くことによって土壌基盤が軟弱になりコンバイン作業が難航し、さらに収穫後に大

きな機械走行跡が残る圃場が多く見られる。高温年でも生育後半まで十分な水分供給を可

能にする栽培管理を実現するためには、登熟期の湛水管理後でも収穫作業に支障が生じな

いように土壌基盤を強化する必要がある。特に、粘土が多い土壌では、代かきの回数を減

らすことや土壌を機械的に練りすぎない簡易代かきは土壌構造を破壊することが少ないこ

とから基盤強化の面で有効である。機械作業の工夫により、登熟後半まで湛水しても安定

した土壌基盤が形成され、大型のコンバイン収穫作業によっても傷まない圃場が実現する。 
 

５．高品質米とイネの窒素吸収 

 白粒米発生率は、粘土含量が多く保肥力が大きい強グライ土やグライ土に比べて砂壌土

や灰色低地土など保肥力が小さく乾燥しやすい土壌タイプにおいて高まる傾向が見られる。

したがって、生育後半まで養分供給が持続しにくい土壌タイプでは、有機物や土壌改良資

材の施用が重要になる。 

次に、イネの窒素栄養と白粒米発生率の関係を検討した結果を図 11に示す。白粒米の発

生率は、葉身窒素濃度が増加するに伴い減少する。また、図 12 には、白粒米の発生率が異

なる圃場におけるイネの生育時期別窒素吸収量を示した。白粒米発生率が低いイネは、発

生率が高いイネに比べて生育後半の窒素吸収量が多いことがわかる。 

また、土壌が酸化的に維持され土壌水分吸収量が多かった不耕起圃場では、穂揃期にお

図9　穂揃期の上位３葉身窒素濃度と白粒発生率
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いて各葉位の窒素含量が多くなり、高温区においても千粒重が高まり増収することが明ら

かになった（金田ら、2012）。 

近年、食味を重視するあまり、生育後半の葉色が極端に低下している圃場を多くみかけ

る。高品質で良食味のコメを生産するためには、生育後半まで葉身の光合成能を高く保つ

ことが重要であり、生育後半の稲体窒素栄養を適正に維持することが大切である。 

 

６．高温に対応する総合管理 

これまで、イネの根圏環境やケイ酸・窒素を中心に高温に対する対策を述べてきた。し

かし、最も大切なことは基本技術を総合的に見直し、それを徹底することである。 

主な基本技術としては、  

①播種量に応じた育苗日数の確保や健苗育成、無理な早植えを避けるなどによる適正な作

期の維持 

②土壌養分に対応した資材施用、排水性向上対策 

③生育量に応じた中干し、出穂後の水分供給などの水管理 

④生育後半の窒素栄養維持のための肥効調節型肥料の活用や適正な穂肥などの施肥管理な

どがあげられる。 

これらの基本技術の優先順位は各地域や土壌タイプによって異なる。そのため、各地域

において、基本技術の優先順位をしっかりと確認するとともに、チェックリストを作成し

ながら高温条件下における高品質米生産のための安定栽培技術を構築していくことが望ま

れる。 
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胴割れ米の発生要因と対策 

近畿中国四国農業研究センター 

長田 健二 

 

１．はじめに 

米の胴割れは玄米の胚乳部に亀裂を生じる現象で（図

1）、米の品質および食味に影響をおよぼすため、米の生産

流通場面で問題となる。近年、水稲生育期間中の高温条件

による米の品質低下が大きな問題となるなか、胴割れの発

生による品質低下が各地で問題となっている（木野田ら

2001、日塔 2001、有坂 2002、高橋ら 2002、滝田 2002、中

村ら 2003、境谷ら 2012）。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（滝田 2002、川崎ら 2001）。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、とされて

いる（農産物検査ハンドブック／米穀編、

2002）。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

図1． 胴割れを生じた玄米 
 

図2．グレインスコープによる全胴割れ粒率（軽微

な割れも含む）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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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（農産物検査ハンドブック／

米穀編、2002）。 

米品位検査における「胴割れ」による落等割合は関東、甲信および北陸地域で他地域

よりも例年高い傾向にあるが、平成18年は東北各県や近畿でも発生割合が高かった。ま

た、平成24年は東北、北陸で発生が多く見られ、落等割合は過去10年間で最も高い水準

となっている。 

 

３．胴割れ発生のメカニズム 

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（近藤・岡村 1932、長戸ら 1964、佐

藤 1964）。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、胴割れ米は登熟全般の高温条件等による籾含水

率の低下（中村・原城1966、石倉・升尾1967、高松ら1983）、籾含水率が低い条件下で

の降雨（長戸ら1964、石倉・升尾1967）、収穫日前後の複雑な気象条件（寺中・原城1967）、
収穫後の乾燥調製条件（伴1971）等、登熟後期以降の籾含水率の低下や籾内の急激な水

分含量の変化が生じる条件で発生し易いことが明らかにされてきた。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。 

一方、胴割れ発生に登熟初期の気象条件が関与することが近年明らかにされた（高橋ら

2002、長田ら 2004a）。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

れ率が増える傾向が見出された  (長田ら

2004a、図 3)。2004～2005 年にかけて行われた

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と登

熟初期の気温条件の関係が確認された（長田ら

2006b）。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 
(長田ら 2004a、図 4)。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い

る（長田ら 2005a）。 
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

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 （東北農研での結果） 
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段階で生じる胴割れの発生程度に関与し

ていることを示唆している。胴割れに強く

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（長戸・小林1959、星川1967a,b、星川

1968a,b）。このことから、登熟初期におけ

る高温条件は、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。走査電

子顕微鏡を用いた内部構造観察によると、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（岩澤ら2006）。このようなデンプン粒の収縮等により、成熟した米粒が水分変化す

る際に生じる内部の圧力ひずみに耐えにくい粒質になっている可能性が考えられる。 

 

５．高温登熟条件下での胴割れ発生軽減に向けた育種・栽培的対策 

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（滝田 1992）、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。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（滝田

2002）。しかし、近年の高温登熟条

件下では従来胴割れが少ないとされ

てきた品種も発生が多いケースが認

められることから、高温条件下での

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明

らかにしていく必要がある。 
登熟期が高温となる瀬戸内地域で

水稲 20 品種の胴割れ率を調査した結

果（長田ら 2013）では、「はなの舞」、

「ハナエチゼン」、「にこまる」、「ひ

めのまい」が出穂後 10 日間の日最高

気温平均値が 32℃以下の条件では他

図4．高温処理した水稲玄米の胴割れ率（棒線）と籾

 乾物重の推移（折れ線） 
   品種：ひとめぼれ．横軸に示した期間に高温処理 
  (昼30／夜25℃)を行った．ポット試験． 
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品種と比較して低い胴割れ率を示した（図 5）。しかし、33℃以上となる高温条件では胴

割れ率の増加が大きく、他品種に対する胴割れ耐性の優位性は明確には認められなかった。

それに対し、中国由来のインド型品種「塩選 203 号」は、同気温平均値が 32℃を下回る条

件下だけでなく、33℃を超える高温条件でも胴割れ発生が少なかった（図 5）。近年、「塩

選 203 号」等を用いた胴割れ耐性の付与を目的とした育種の取り組みも始まっており、今

後の進展が期待される。 

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（長戸 1962）、
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（玉置ら 2002、玉置ら 2006）、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。 
 

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）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

（長田 2006）。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（長田ら

2005b、図 6）。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。 
 

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（高橋ら 2002、長田ら

2006a）。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（長田ら 2007、図 7）。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
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じ気温条件でも胴割れが多い傾向が認められた

（長田ら 2006b）。 

これらの結果より、近年の良食味を意識した

窒素施用量の減少が胴割れ発生を助長する可能

性があり、その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。 
 

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（高橋ら

2002）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（長田ら 2004）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。 
 

エ．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（鍋島ら 2001、井上・山

口 2007）。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。 
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乳心白粒の多発を推定する装置 

－収穫前の玄米横断面内部の白濁から読み取る！－ 

九州沖縄農業研究センター 

森田 敏 

（株）ケツト科学研究所 

江原 崇光 

 

1．はじめに 

 近年、温暖化を一因として高温になることが多く、水稲では登熟障害、具体的には玄米の一

部あるいは全体が白く濁る「白未熟粒」の発生が多くなっている。 

 2010 年夏は記録的な猛暑となり、白未熟粒の発生が西日本に留まらず、程度の差こそあれ北

海道南部にまで拡がった。登熟期に異常高温が長く続いた一部の県では食用としての流通が難

しい規格外米の発生に至った。 

 また、2007 年の南九州産早期水稲では、出穂後の約 10 日間が著しい日照不足となり、さら

にその直後には台風に伴う高温乾燥風（フェーン）にも見舞われた。このため、「白未熟粒」の

一つである「乳心白粒」が多発し、半分近くの米が規格外となるという大被害になった（図１）。 

 気象など自然条件が原因で著しい減収が発生した場合には、農家経営のセーフティネットで

ある農業共済制度の補償対象になる。玄米品質の低下については、通常は補償対象にならない

が、広範囲の品質低下被害に対して共済組合からの申請があれば特例措置が認められる場合が

ある。なお、減収、品質低下いずれの場合でも、収穫前に農家がその被害を申告し、立毛状態

での調査を受けることが前提となっている。 

 ところが、収穫前の稲の状態をみて玄米品質の低下を推定することは容易ではない。2007 年

の場合も、台風で激しい倒伏が発生したわけでも、病虫害で稲の色や外観が大きく変化したわ

けでもなく、籾の熟色も

きれいだったという。こ

のため、ほとんどの農家

は事前に被害申告を行わ

ず、被害補償を受けられ

ないという事態が発生し、

甚大な経済的被害に至っ

た。 

 そこで、九州沖縄農業

研究センターでは、2008

年から 3 年間、農林水産

省の実用技術開発事業で、

2007 年に品質被害を受け

た宮崎県と鹿児島県、そ

して植物の水分生理に詳

しい愛媛大学農学部とと

2007年（被害年） 2006年

1等米0.2％ 1等米47％

作況43 作況100

図1 2007年の南九州産早期水稲の品質低下被害

（写真提供：宮崎県総合農業試験場）
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もに、2007 年の乳心白粒の発生再現試験や、メカニズムの解明、推定技術の開発、そして発生

軽減技術の開発を内容とする共同研究を実施した。筆者のうち森田はその中で、収穫前の玄米

を用いた乳心白粒の発生推定手法の開発に取り組んだ。また、そこで得られた成果を基礎に、

（株）ケツト科学研究所社と共同で乳心白粒の発生を推定する装置の開発を行った。本稿では、

これらの研究・開発の経過と今後の課題について概説する。 

 

2．乳心白粒の発生を推定する原理 

玄米は、胚乳細胞に十分にデンプンが詰まれば透明化する。しかし、高温や日照不足、台風

などでデンプン蓄積が阻害されると、デンプン粒間に隙間ができ、光が乱反射するために白く

濁って見える。白濁した部位によって、背白粒、心白粒、基部未熟粒などといくつかのタイプ

に分類されるが、最近はこれらをまとめて白未熟粒と称することが多い。 

この中で乳白粒は、玄米を側面から見た場合に白濁部分が全体の 1/2 以上の面積を占めた粒

を、心白粒はその中でも中心部が白濁した粒を指す。乳心白粒の横断面を見ると、内部に楕円

状、リング状、線状の白濁部があり、その周囲は透明化している（図 2）。 

玄米のデンプン蓄積および透明化は、中心部から開始して、表層に向かって順次広がってい

く（長戸・小林、1959；星川、1972）。このため、登熟の途中で日照不足などの不良気象に遭

遇すると、その間のデンプン蓄積が阻害されて、玄米内部が白濁化すると考えられている（長

戸、1952）。また、フェーンも乳心白粒の発生要因になることが明らかになっている（大谷・

吉田、2008）。2007 年の南九州以外にも，2011 年には高知県で台風 6 号通過後の 7 月 19～21

日にフェーンが発生し，早期「コシヒカリ」の 1 等米比率が 11％と，異常高温年であった 2010

年の 14％を下まわった。新潟県でも 2011 年の台風 12 号の影響で発生したフェーンが登熟中

期の「コシヒカリ」のリング状乳白粒の発生を促したと考えられる。 

 フェーンによる乳白粒の発生メカニズムについては、最近、新たな視点での解明が進めら

れた。すなわち、デンプンを蓄積する胚乳細胞が水分ストレスに曝されると、萎凋回避のた

めに、糖分子を増やし浸透圧を高める方向に代謝が動き、このためにデンプン蓄積が一時的

に阻害されることが指摘されている（Wada et al., 2011；テキスト「フェーンによる乳白粒発生

メカニズムと水稲の水分状態計測」参照）。これは、トマトやミカンで乾燥条件を与えると果

実の糖濃度が高まることで知られる

「浸透調節機能」という植物に広く備

わる環境適応戦略が、水稲でも働いて

いることを示唆している。この知見も、

前述の実用技術開発事業の中で得ら

れた成果である。 

いずれにしても、乳心白粒における

白濁化は一時的なデンプン蓄積阻害

によるものであるため、天候が回復し

たあとに蓄積する玄米表層に近い領

域（白濁部の外側）は透明化する。登

熟途中で高温乾燥風に遭遇した 2007 図2 乳心白粒の横断面におけるリング状の白濁
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年の南九州産早期水稲で発生した乳心白粒の横断面にも明瞭なリング状の白濁が観察された

（図 2）。このとき、出穂が早かった水稲では白濁リングが表層側にあり、出穂が遅かった水

稲では、逆に登熟初期に蓄積する玄米中心部に近い小さなリングができた（森田ら、2008）。

このことは、デンプン蓄積は従来から指摘されていたように玄米中心部から周囲に向かって

進んでおり、白濁部位はまさにデンプン蓄積が阻害された場所に対応していることを示して

いる。木の切り株の年輪がその年の気象条件を記録しているのと同じ原理である。 

本研究では、このような乳心白粒の横断面に現れる白濁部の特徴に注目した。すなわち、

最外層がまだ白濁している収穫前の未熟な玄米でも、その断面の内側に白濁部にあり、その

外側が透明化してい

れば乳心白粒と判断

できると考えた（図 3、

森田、2011）。白濁部

の外側が透明化して

いるということは、

デンプン蓄積の順序

から考えて、白濁部

のデンプン蓄積はす

でに終了しているこ

とになり、白濁部が

収穫時までそのまま

残ると考えられるか

らである。 

 

3．推定原理の検証と装置化 

このような考え方で乳心白粒の多発を推定することができるのかを、鹿児島県農業総合開

発センターで行われた遮光処理試験の収穫前の玄米を用いて検討した。その結果、図 4 に示

したように、収穫前 10 日以降の玄米横断面の白濁の状態から判定した乳心白粒歩合は、収穫

期に判定された値（約 30％）とほぼ一致し、この手法が有効であることを検証することがで

きた。なお、すでに市販されている「穀粒判別器」は収穫期の玄米品質を外観から評価する

装置であり、未熟玄米を用いると、玄米表層が白濁しているため内部の状態を判定すること

はできず、収穫 10 日前の乳心白粒歩合は約 15％と、収穫期の値と大きく異なった。 

このような原理・研究結果を基礎に、（株）ケツト科学研究所と（独）農研機構九州沖縄農業

研究センターは｢白未熟粒発生予測器 RN-850（図 5）｣を共同開発した（森田ら、2010）。 

装置は 100 粒の玄米を一度に切断する玄米切断器、切断した玄米の横断面を撮像するスキャ

ナ、撮像画像を解析し乳心白粒を自動カウントするプログラムソフトで構成される（図 6）。こ

の装置は、同社がすでに開発していたオオムギ子実の硝子率判定器（RN-840）をベースにして

つくられたため、比較的短期間のうちに開発された。画面上には、撮像した玄米断面画像と、

整粒・乳心白粒・対象外粒数およびその割合を表示し（図 6 左）、１粒１粒をイメージ画像とし

て色分けすることも可能である（図 6 右）。 

図3 収穫前に乳心白粒と判断された玄米の横断面

玄米内部の白濁

→デンプン蓄積はすでに終了し

ているので、最後まで白濁として

残る

表層の白濁

→登熟中のためこれから透明

化が進み、最終的に白濁が残

るかどうかはこの時点では不明
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収穫前10日では未熟な米が多

く、外側から見ても乳心白粒の

多発を推定できない（▲）が、

断面を見れば推定できる（●）

図4 収穫期および収穫前の玄米横断面解析と穀粒判別器による乳心白粒発生歩合

鹿児島県農業開発総合センター圃場の2009年産早期コシヒカリ（6/24出穂）。

出穂後2～22日に遮光率約50％の黒寒冷紗で被覆し乳心白粒の発生を促した。

玄米切断器

切断面の

スキャナ

図5 白未熟粒発生予測器（RN-850、（株）ケツト科学研究所社製）

画像解析

ソフト

図6 RN-850による玄米横断面の撮像画面（左）と判定結果のイメージ画像（右）
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農家の圃場から玄米を採取するときは、圃場内の数地点から数株を刈り取って、生脱穀後、

40℃程度の通風乾燥により籾水分を 12％程度まで落としてから籾すりを行い、解析に用いる。

生脱穀には千歯こぎなどを用いる。通風乾燥では、封筒などに入れると乾燥に時間がかかるた

め、金網ザルなどに生籾を直接入れる。ケツト科学研究所での試験では、初期水分 30％の収穫

前 10 日の籾を 40℃で通風乾燥すると、約 15 時間で 12％以下になった。籾すりはロール式で行

い、ゴムロールの間隔は 0.5～0.7mm 程度にすると、収穫前 10 日の籾に含まれる比較的薄い玄

米も脱稃することが可能であった。 

 

４．今後の課題と展望 

本装置を用いた推定実証例はまだ少ないため、今後のデータ蓄積とプログラムソフトの改良

を進めていく必要がある。なお、本装置で推定できる未熟粒の種類は今のところ乳心白粒に限

られるため、現在、2010 年の異常高温で多発した背白粒の推定についても可能となるよう検討

を進めている。最終的には収穫した生籾のまま切断し、計測可能となるよう研究を続けていき

たい。 

また、農家圃場からどの程度の玄米をどのように採取すれば、推定精度を維持しながら省力

的な解析が行えるかを検討する必要がある。なお、各圃場の玄米サンプルを本装置で測定する

前に、気象予報情報と出穂前の生育情報を用いたシュミレーションモデル等で地域としての被

害を事前に把握し、二段構えで推定することが効果的であると考えている（脇山ら 2010；テキ

スト「白未熟粒発生予測モデル」参照）。 

今後、気候変動の増大に伴って、安定的に高品質の米を生産することはますます難しくなる

ことが懸念される。本装置の利用により、被害が事前に把握され、農業共済制度の適用を受け

るための被害申告が適確に行われることを期待するとともに、玄米品質による仕分け入荷に活

用することで、低品質米の共乾施設への混入防止にも役立つことを期待している。 

本稿で紹介した玄米横断面の画像解析装置の市販化は世界的にも初めてである。本研究では

「未熟玄米の白濁の状態から乳心白粒の発生を推定する」という視点であったが、玄米の断面

から得られる情報は他にも複数考えられ、今後、様々な視点からの研究展開を期待している。 

 

謝辞：本成果の一部は農林水産省実用技術開発事業で行われた。共同研究者をはじめ関係者に

心より感謝申し上げます。なお、本稿は農林水産研究ジャーナル誌 2012 年 5 月号の原稿の一部

を改変したものです。 
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