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収量：対照（kg/10a）

開発機関： 岩手県農業研究センター、予算区分【委託プロジェクト研究】 

窒素の溶出が、初期に少なく、幼穂形成期頃に多い肥効調節型肥料 

水稲鉄コーティング湛水直播栽培に適する肥効調節型肥料 

導入をオススメする対象 
 「ひとめぼれ」および「どんぴしゃり」での 
 鉄コーティング湛水直播栽培導入地域 

・岩手県における水稲直播栽培は、鉄コーティング湛水直播栽培が約９割を占めている。 
・鉄コーティング湛水直播栽培は、カルパーコーティング湛水直播栽培に比べ播種から苗立ちまでの期間が長く、その間の入 
 排水の回数が多いことなどから、専用肥料の開発が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・水稲鉄コーティング湛水直播栽培における安定生産とコスト低減に寄与。 
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既存のカルパーコーティング湛水
直播栽培用肥料（対照肥料）に比
べて、窒素溶出が、初期に少なく、
幼穂形成期頃に多い（左図） 

  「鉄コー直播６３３」の商品名で 
  2017年春より販売開始  
肥料製造元：くみあい肥料株式会社 （岩手県花巻市） 

・一穂籾数が増加し、対照
肥料に比べ、６％増収* 

・玄米タンパク質含有率の
増加や玄米品質の低下は
認められない 

＊「ひとめぼれ」および「どんぴしゃり」に
おける2015～2016年調査結果 
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・肥効調節型肥料の配合
の変更により、対照肥料
に比べ10a当たりの肥料
費を１４％低減* 

＊2017年5月岩手県内実勢価格 

収量は同等以上 肥料費を低減 

  収量指数（平均） 
  対照肥料   ：（100） 
  鉄直播肥料：106 

【肥料開発のコンセプト】 
・窒素全量を肥効調節型肥料で構成 
 ⇒ 排水時の溶脱低減、追肥作業の省略 
・幼穂形成期頃の窒素溶出増大 
 ⇒ 収量向上 

   地域や品種に応じ、 
   肥料の組合せは変更可能 
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対照肥料・時期別 鉄直播肥料・時期別

対照肥料・積算 鉄直播肥料・積算

播種 
穂揃期 

幼穂 
形成期 

肥料の窒素溶出特性  
 ※窒素溶出量：窒素成分施肥量6kg/10aの場合の実測値（2016年） 
 ※矢印：「ひとめぼれ」の生育ステージ 

開発した肥料の構成・成分 

窒素 リン酸 カリ

LPｺｰﾄ30 CG40 ｾﾗｺｰﾄR70

13 50 37

LPｺｰﾄ30 LPｺｰﾄ70

62 38
101012

成分濃度（％）
肥料

対照肥料

鉄直播肥料

肥効調節型肥料の
種類（上）と配合比（下）

131316

収量向上、肥料費を低減できる、最適な配合の肥効調節型肥料 

農林水産省 穀物課のコメント 
  直播栽培の導入は、負担の大きな春作業の労働ピークをならし、 
 経営規模を拡大する上で有効な手段ですので、こうした技術を活用 
 し、米の低コスト生産に取り組んでいただければと思います。 
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鉄直播肥料

収量：対照（kg/10a）

収量（kg/10a）

565

521

472

417

723

621.12718967

590.6308908063

636.4864146949

543.5551704125

577.2129172338

677.8024417314

624.1962475577

639.2211593337

577.4702158178



供試肥料

		

		肥料 ヒリョウ		被覆窒素率
(%) ヒフクチッソリツ		被覆窒素肥料の種類と配合比 ヒフクチッソヒリョウシュルイハイゴウヒ						成分濃度（%） セイブンノウド

												窒素 チッソ		リン酸 サン		カリ

		直播用200（対照） チョクハヨウタイショウ		100		LPｺｰﾄ30		LPｺｰﾄ70				12		10		10

						62		38

		鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		100		LPｺｰﾄ30		CGｺｰﾄ40		ｾﾗｺｰﾄR70		16		13		13

						13		50		37





供試肥料 (2)

		

		肥料 ヒリョウ		肥効調節型肥料の種類と配合比 ヒコウチョウセツガタヒリョウシュルイハイゴウヒ						成分濃度（%） セイブンノウド

										窒素 チッソ		リン酸 サン		カリ

		直播用200（対照） チョクハヨウタイショウ		LPｺｰﾄ30		LPｺｰﾄ70				12		10		10

				62		38

		鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		LPｺｰﾄ30		CGｺｰﾄ40		ｾﾗｺｰﾄR70		16		13		13

				13		50		37





肥料価格

		

		直播関係肥料価格について チョクハカンケイヒリョウカカク

		（2016.11.30 くみあい肥料 佐々木部長より） ヒリョウササキブチョウ

										速効性はN6+2=8 ソッコウセイ

		肥料 ヒリョウ		備考 ビコウ		農家渡価格 ノウカワタカカク		N%		N6現物施肥量 ゲンブツセヒリョウ		同左価格 ドウサカカク		価格比 カカクヒ		参考 サンコウ		N6施用時のP セヨウジ		N6施用時のK セヨウジ				20

						20kg/袋 タイ				kg/10a								kg/10a		kg/10a

		直播用200 チョクハヨウ		カルパー用に開発 ヨウカイハツ		2641		12		50.0		6603		100				5.0		5.0

		湛水直播633 タンスイチョクハ		H27？より市販 シハン		2718		16		37.5		5096		77		速効性N配合 ソッコウセイハイゴウ		4.9		4.9

		直播タイプ14 チョクハ		試作（緩効性A） シサクカンコウセイ		3008		16		37.5		5640		85				4.9		4.9

		直播タイプ19 チョクハ		試作（緩効性B） シサクカンコウセイ		3163		16		37.5		5931		90				4.9		4.9

		硫安+P+K リュウアン		N2追肥 ツイヒ								5804		88				5.0		5.0

		尿素+P+K ニョウソ		N2追肥 ツイヒ								5074		77				5.0		5.0

										N8現物施肥量 ゲンブツセヒリョウ

		硫安 リュウアン		N8		1340		21		38.1		2552

		尿素 ニョウソ		N8		2096		46		17.4		1823

		重過石 ジュウカセキ				3143		34		14.7		2311

		塩化カリ エンカ				2258		60		8.3		941





窒素溶出特性

		肥料毎時期毎溶出量 ヒリョウゴトジキゴトヨウシュツリョウ

				地区 チク		肥料 ヒリョウ						窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出率(%) ヨウシュツリツ		大祝 オオイワイ		直播用200 チョクハヨウ		タイプ14				LP30		0.0				58.5				82.6						89.2				93.0				93.1				94.6				96.3

						直播用200 チョクハヨウ						LP70		0.0				21.3				42.6						62.2				73.1				86.9				91.1				93.0

						タイプ19						LPS60		0.0				4.5				8.9						25.7				72.8				80.8				88.4				94.0

						タイプ14						CG40		0.0				63.0				85.7						89.7				94.6				98.1				99.6				99.7

						タイプ14						セラR70		0.0				1.6				20.5						51.3				67.3				80.3				85.0				88.4

						タイプ19						セラR25		0.0				42.7				86.4						92.0				95.5				95.9				96.4				97.4

						タイプ19						LPS80		0.0				3.9				4.7						13.1				43.0				72.5				80.3				87.8

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		大祝 オオイワイ		直播用200 チョクハヨウ				5.58		LP30		0.0				3.3				4.6						5.0				5.2				5.2				5.3				5.4

										3.42		LP70		0.0				0.7				1.5						2.1				2.5				3.0				3.1				3.2

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				4.0				6.1						7.1				7.7				8.2				8.4				8.6

						タイプ14				4.50		CG40		0.0				2.8				3.9						4.0				4.3				4.4				4.5				4.5

										1.17		LP30		0.0				0.7				1.0						1.0				1.1				1.1				1.1				1.1

										3.33		セラR70		0.0				0.1				0.7						1.7				2.2				2.7				2.8				2.9

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				3.6				5.5						6.8				7.6				8.2				8.4				8.6

						タイプ19				4.50		セラR25		0.0				1.9				3.9						4.1				4.3				4.3				4.3				4.4

										3.42		LPS60		0.0				0.2				0.3						0.9				2.5				2.8				3.0				3.2

										1.08		LPS80		0.0				0.0				0.1						0.1				0.5				0.8				0.9				0.9

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				2.1				4.2						5.2				7.2				7.9				8.2				8.5

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		大祝 オオイワイ		直播用200 チョクハヨウ				5.58		LP30		0.0				3.3				1.3						0.4				0.2				0.0				0.1				0.1

										3.42		LP70		0.0				0.7				0.7						0.7				0.4				0.5				0.1				0.1

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				4.0				2.1						1.0				0.6				0.5				0.2				0.2		8.6

						タイプ14				4.50		CG40		0.0				2.8				1.0						0.2				0.2				0.2				0.1				0.0

										1.17		LP30		0.0				0.7				0.3						0.1				0.0				0.0				0.0				0.0

										3.33		セラR70		0.0				0.1				0.6						1.0				0.5				0.4				0.2				0.1

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				3.6				1.9						1.3				0.8				0.6				0.2				0.1		8.6

						タイプ19				4.50		セラR25		0.0				1.9				2.0						0.3				0.2				0.0				0.0				0.0

										3.42		LPS60		0.0				0.2				0.1						0.6				1.6				0.3				0.3				0.2

										1.08		LPS80		0.0				0.0				0.0						0.1				0.3				0.3				0.1				0.1

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				2.1				2.1						0.9				2.1				0.6				0.4				0.3		8.5

				地区 チク		肥料 ヒリョウ						窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出率(%) ヨウシュツリツ		No.38		直播用200 チョクハヨウ		タイプ14		湛直用633 ジンチョクヨウ		LP30		0.0		62.0				74.5				83.6		87.8				92.3				94.8				95.3				96.4

						直播用200 チョクハヨウ		湛直用633 ジンチョクヨウ				LP70		0.0		23.0				27.6				47.2		51.0				63.6				83.6				86.7				88.3

						タイプ19		湛直用633 ジンチョクヨウ				LPS60		0.0		4.2				7.5				7.7		22.6				56.6				85.9				88.6				91.4

						タイプ14						CG40		0.0		67.0				78.8				84.8		89.5				93.2				96.6				97.0				99.3

						タイプ14						セラR70		0.0		2.0				5.9				28.9		38.3				65.6				84.9				85.1				86.8

						タイプ19						セラR25		0.0		59.0				75.8				88.8		91.5				95.8				96.4				96.7				96.7

						タイプ19						LPS80		0.0		3.6				3.9				3.9		5.2				38.6				65.1				88.7				88.9

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		No.38		直播用200 チョクハヨウ				3.72		LP30		0.0		2.3				2.8				3.1		3.3				3.4				3.5				3.5				3.6

										2.28		LP70		0.0		0.5				0.6				1.1		1.2				1.4				1.9				2.0				2.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.8				3.4				4.2		4.4				4.9				5.4				5.5				5.6

						タイプ14				3.00		CG40		0.0		2.0				2.4				2.5		2.7				2.8				2.9				2.9				3.0

										0.78		LP30		0.0		0.5				0.6				0.7		0.7				0.7				0.7				0.7				0.8

										2.22		セラR70		0.0		0.0				0.1				0.6		0.8				1.5				1.9				1.9				1.9

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.5				3.1				3.8		4.2				5.0				5.5				5.5				5.7

						タイプ19				3.00		セラR25		0.0		1.8				2.3				2.7		2.7				2.9				2.9				2.9				2.9

										2.28		LPS60		0.0		0.1				0.2				0.2		0.5				1.3				2.0				2.0				2.1

										0.72		LPS80		0.0		0.0				0.0				0.0		0.0				0.3				0.5				0.6				0.6

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		1.9				2.5				2.9		3.3				4.4				5.3				5.6				5.6

						湛直用633 ジンチョクヨウ				0.96		速効 ソッコウ		0.96		0.96				0.96				0.96		0.96				0.96				0.96				0.96				0.96

										1.98		LP30		0.0		1.2				1.5				1.7		1.7				1.8				1.9				1.9				1.9

										1.98		LP70		0.0		0.5				0.5				0.9		1.0				1.3				1.7				1.7				1.7

										1.08		LPS60		0.0		0.0				0.1				0.1		0.2				0.6				0.9				1.0				1.0

										6.00		小計 ショウケイ		1.0		2.7				3.1				3.6		4.0				4.7				5.4				5.5				5.6

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		No.38		直播用200 チョクハヨウ				3.72		LP30		0.0		2.3				0.5				0.3		0.2				0.2				0.1				0.0				0.0

										2.28		LP70		0.0		0.5				0.1				0.4		0.1				0.3				0.5				0.1				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.8				0.6				0.8		0.2				0.5				0.6				0.1				0.1				5.6

						タイプ14				3.00		CG40		0.0		2.0				0.4				0.2		0.1				0.1				0.1				0.0				0.1

										0.78		LP30		0.0		0.5				0.1				0.1		0.0				0.0				0.0				0.0				0.0

										2.22		セラR70		0.0		0.0				0.1				0.5		0.2				0.6				0.4				0.0				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.5				0.5				0.8		0.4				0.7				0.6				0.0				0.1				5.7

						タイプ19				3.00		セラR25		0.0		1.8				0.5				0.4		0.1				0.1				0.0				0.0				0.0

										2.28		LPS60		0.0		0.1				0.1				0.0		0.3				0.8				0.7				0.1				0.1

										0.72		LPS80		0.0		0.0				0.0				0.0		0.0				0.2				0.2				0.2				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		1.9				0.6				0.4		0.4				1.1				0.9				0.2				0.1				5.6

						湛直用633 ジンチョクヨウ				0.96		速効 ソッコウ		1.0		0.0				0.0				0.0		0.0				0.0				0.0				0.0				0.0

										1.98		LP30		0.0		1.2				0.2				0.2		0.1				0.1				0.0				0.0				0.0

										1.98		LP70		0.0		0.5				0.1				0.4		0.1				0.2				0.4				0.1				0.0

										1.08		LPS60		0.0		0.0				0.0				0.0		0.2				0.4				0.3				0.0				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		1.0		1.7				0.4				0.6		0.3				0.7				0.8				0.1				0.1				5.6

								栽培様式 サイバイヨウシキ		地区 チク		肥料 ヒリョウ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

								直播 チョクハ		大祝 オオイワ		市販① シハン		0.0		0.0		4.0		0.0		2.1		0.0		0.0		1.0		0.0		0.6		0.0		0.5		0.0		0.2		0.0		0.2

												タイプ14		0.0		0.0		3.6		0.0		1.9		0.0		0.0		1.3		0.0		0.8		0.0		0.6		0.0		0.2		0.0		0.1

												タイプ19		0.0		0.0		2.1		0.0		2.1		0.0		0.0		0.9		0.0		2.1		0.0		0.6		0.0		0.4		0.0		0.3

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

								直播 チョクハ		No.38		市販① シハン		0.0		2.8		0.0		0.6		0.0		0.8		0.2		0.0		0.5		0.0		0.6		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0

												タイプ14		0.0		2.5		0.0		0.5		0.0		0.8		0.4		0.0		0.7		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0

												タイプ19		0.0		1.9		0.0		0.6		0.0		0.4		0.4		0.0		1.1		0.0		0.9		0.0		0.2		0.0		0.1		0.0

												市販② シハン		1.0		1.7		0.0		0.4		0.0		0.6		0.3		0.0		0.7		0.0		0.8		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0

								栽培様式 サイバイヨウシキ		地区 チク		肥料 ヒリョウ

														5/10		6/8		6/29		7/12		7/28		8/15		8/30		9/8		合計 ゴウケイ

								直播 チョクハ		大祝 オオイワ		市販① シハン		0.0		4.0		2.1		1.0		0.6		0.5		0.2		0.2		8.6

												タイプ14		0.0		3.6		1.9		1.3		0.8		0.6		0.2		0.1		8.6

												タイプ19		0.0		2.1		2.1		0.9		2.1		0.6		0.4		0.3		8.5

														5/12		6/6		6/15		6/30		7/11		7/26		8/5		8/26		9/7		合計 ゴウケイ

								直播 チョクハ		No.38		対照 タイショウ		0.0		2.8		0.6		0.8		0.2		0.5		0.6		0.1		0.1		5.6

												試作A シサク		0.0		2.5		0.5		0.8		0.4		0.7		0.6		0.0		0.1		5.7

												試作B シサク		0.0		1.9		0.6		0.4		0.4		1.1		0.9		0.2		0.1		5.6

												市販② シハン		1.0		1.7		0.4		0.6		0.3		0.7		0.8		0.1		0.1		5.6

																5/12		6/6		6/15		6/30		7/11		7/26		8/5		8/26		9/7

								直播 チョクハ		No.38				対照 タイショウ		0.0		2.8		0.6		0.8		0.2		0.5		0.6		0.1		0.1

														対照 タイショウ		0.0		2.8		3.4		4.2		4.4		4.9		5.4		5.5		5.6

														鉄直播 テツチョクハ		0.0		2.5		0.5		0.8		0.4		0.7		0.6		0.0		0.1

														鉄直播 テツチョクハ		0.0		2.5		3.1		3.8		4.2		5.0		5.5		5.5		5.7

												時期別 ジキベツ		タイプ19		0.0		1.9		0.6		0.4		0.4		1.1		0.9		0.2		0.1

												累積 ルイセキ		タイプ19		0.0		1.9		2.5		2.9		3.3		4.4		5.3		5.6		5.6

												時期別 ジキベツ		市販② シハン		1.0		1.7		0.4		0.6		0.3		0.7		0.8		0.1		0.1

												累積 ルイセキ		市販② シハン		1.0		2.7		3.1		3.6		4.0		4.7		5.4		5.5		5.6

																		5/10		6/8		6/29		7/12		7/28		8/15		8/30		9/8

												直播 チョクハ		大祝 オオイワ		対照 タイショウ		0.0		4.0		2.1		1.0		0.6		0.5		0.2		0.2

																対照 タイショウ		0.0		4.0		6.1		7.1		7.7		8.2		8.4		8.6

																緩効性A カンコウセイ		0.0		3.6		1.9		1.3		0.8		0.6		0.2		0.1

																緩効性A カンコウセイ		0.0		3.6		5.5		6.8		7.6		8.2		8.4		8.6

																緩効性B カンコウセイ		0.0		2.1		2.1		0.9		2.1		0.6		0.4		0.3

																緩効性B カンコウセイ		0.0		2.1		4.2		5.2		7.2		7.9		8.2		8.5





窒素溶出特性

		



市販①

タイプ14

タイプ19

推定累積窒素溶出量（kg/10a）

大祝



窒素溶出特性 (2)

		



市販①

タイプ14

タイプ19

市販②

推定累積窒素溶出量（kg/10a）

No.38



稲体窒素吸収量

		



市販①

タイプ14

タイプ19

推定累積窒素溶出量（kg/10a）

大祝



稲体窒素吸収量 (2)

		



対照

試作A

試作B

市販②

推定累積窒素溶出量（kg/10a）

No.38



稲体窒素吸収量 (3)

		



対照

対照

鉄直播

鉄直播

タイプ19

タイプ19

市販②

市販②



茎数及び穂数

		



対照

対照

鉄直播

鉄直播

時期別窒素溶出量（kg）

積算窒素溶出量（kg）



茎数及び穂数 (3)

		



対照

対照

緩効性A

緩効性A

緩効性B

緩効性B

時期別窒素溶出量（kg）

積算窒素溶出量（kg）



収量比較

		肥料毎時期毎溶出量 ヒリョウゴトジキゴトヨウシュツリョウ

				地区 チク		肥料 ヒリョウ						窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出率(%) ヨウシュツリツ		大祝 オオイワイ		直播用200 チョクハヨウ		タイプ14				LP30		0.0				58.5				82.6						89.2				93.0				93.1				94.6				96.3

						直播用200 チョクハヨウ						LP70		0.0				21.3				42.6						62.2				73.1				86.9				91.1				93.0

						タイプ19						LPS60		0.0				4.5				8.9						25.7				72.8				80.8				88.4				94.0

						タイプ14						CG40		0.0				63.0				85.7						89.7				94.6				98.1				99.6				99.7

						タイプ14						セラR70		0.0				1.6				20.5						51.3				67.3				80.3				85.0				88.4

						タイプ19						セラR25		0.0				42.7				86.4						92.0				95.5				95.9				96.4				97.4

						タイプ19						LPS80		0.0				3.9				4.7						13.1				43.0				72.5				80.3				87.8

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		大祝 オオイワイ		直播用200 チョクハヨウ				5.58		LP30		0.0				3.3				4.6						5.0				5.2				5.2				5.3				5.4

										3.42		LP70		0.0				0.7				1.5						2.1				2.5				3.0				3.1				3.2

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				4.0				6.1						7.1				7.7				8.2				8.4				8.6

						タイプ14				4.50		CG40		0.0				2.8				3.9						4.0				4.3				4.4				4.5				4.5

										1.17		LP30		0.0				0.7				1.0						1.0				1.1				1.1				1.1				1.1

										3.33		セラR70		0.0				0.1				0.7						1.7				2.2				2.7				2.8				2.9

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				3.6				5.5						6.8				7.6				8.2				8.4				8.6

						タイプ19				4.50		セラR25		0.0				1.9				3.9						4.1				4.3				4.3				4.3				4.4

										3.42		LPS60		0.0				0.2				0.3						0.9				2.5				2.8				3.0				3.2

										1.08		LPS80		0.0				0.0				0.1						0.1				0.5				0.8				0.9				0.9

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				2.1				4.2						5.2				7.2				7.9				8.2				8.5

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		大祝 オオイワイ		直播用200 チョクハヨウ				5.58		LP30		0.0				3.3				1.3						0.4				0.2				0.0				0.1				0.1

										3.42		LP70		0.0				0.7				0.7						0.7				0.4				0.5				0.1				0.1

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				4.0				2.1						1.0				0.6				0.5				0.2				0.2		8.6

						タイプ14				4.50		CG40		0.0				2.8				1.0						0.2				0.2				0.2				0.1				0.0

										1.17		LP30		0.0				0.7				0.3						0.1				0.0				0.0				0.0				0.0

										3.33		セラR70		0.0				0.1				0.6						1.0				0.5				0.4				0.2				0.1

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				3.6				1.9						1.3				0.8				0.6				0.2				0.1		8.6

						タイプ19				4.50		セラR25		0.0				1.9				2.0						0.3				0.2				0.0				0.0				0.0

										3.42		LPS60		0.0				0.2				0.1						0.6				1.6				0.3				0.3				0.2

										1.08		LPS80		0.0				0.0				0.0						0.1				0.3				0.3				0.1				0.1

										9.00		小計 ショウケイ		0.0				2.1				2.1						0.9				2.1				0.6				0.4				0.3		8.5

				地区 チク		肥料 ヒリョウ						窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出率(%) ヨウシュツリツ		No.38		直播用200 チョクハヨウ		タイプ14		湛直用633 ジンチョクヨウ		LP30		0.0		62.0				74.5				83.6		87.8				92.3				94.8				95.3				96.4

						直播用200 チョクハヨウ		湛直用633 ジンチョクヨウ				LP70		0.0		23.0				27.6				47.2		51.0				63.6				83.6				86.7				88.3

						タイプ19		湛直用633 ジンチョクヨウ				LPS60		0.0		4.2				7.5				7.7		22.6				56.6				85.9				88.6				91.4

						タイプ14						CG40		0.0		67.0				78.8				84.8		89.5				93.2				96.6				97.0				99.3

						タイプ14						セラR70		0.0		2.0				5.9				28.9		38.3				65.6				84.9				85.1				86.8

						タイプ19						セラR25		0.0		59.0				75.8				88.8		91.5				95.8				96.4				96.7				96.7

						タイプ19						LPS80		0.0		3.6				3.9				3.9		5.2				38.6				65.1				88.7				88.9

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		No.38		直播用200 チョクハヨウ				3.72		LP30		0.0		2.3				2.8				3.1		3.3				3.4				3.5				3.5				3.6

										2.28		LP70		0.0		0.5				0.6				1.1		1.2				1.4				1.9				2.0				2.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.8				3.4				4.2		4.4				4.9				5.4				5.5				5.6

						タイプ14				3.00		CG40		0.0		2.0				2.4				2.5		2.7				2.8				2.9				2.9				3.0

										0.78		LP30		0.0		0.5				0.6				0.7		0.7				0.7				0.7				0.7				0.8

										2.22		セラR70		0.0		0.0				0.1				0.6		0.8				1.5				1.9				1.9				1.9

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.5				3.1				3.8		4.2				5.0				5.5				5.5				5.7

						タイプ19				3.00		セラR25		0.0		1.8				2.3				2.7		2.7				2.9				2.9				2.9				2.9

										2.28		LPS60		0.0		0.1				0.2				0.2		0.5				1.3				2.0				2.0				2.1

										0.72		LPS80		0.0		0.0				0.0				0.0		0.0				0.3				0.5				0.6				0.6

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		1.9				2.5				2.9		3.3				4.4				5.3				5.6				5.6

						湛直用633 ジンチョクヨウ				0.96		速効 ソッコウ		0.96		0.96				0.96				0.96		0.96				0.96				0.96				0.96				0.96

										1.98		LP30		0.0		1.2				1.5				1.7		1.7				1.8				1.9				1.9				1.9

										1.98		LP70		0.0		0.5				0.5				0.9		1.0				1.3				1.7				1.7				1.7

										1.08		LPS60		0.0		0.0				0.1				0.1		0.2				0.6				0.9				1.0				1.0

										6.00		小計 ショウケイ		1.0		2.7				3.1				3.6		4.0				4.7				5.4				5.5				5.6

				地区 チク		肥料 ヒリョウ				N施用量 セヨウリョウ		窒素種類 チッソシュルイ		埋設 マイセツ

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

		溶出量(kg) ヨウシュツリョウ		No.38		直播用200 チョクハヨウ				3.72		LP30		0.0		2.3				0.5				0.3		0.2				0.2				0.1				0.0				0.0

										2.28		LP70		0.0		0.5				0.1				0.4		0.1				0.3				0.5				0.1				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.8				0.6				0.8		0.2				0.5				0.6				0.1				0.1				5.6

						タイプ14				3.00		CG40		0.0		2.0				0.4				0.2		0.1				0.1				0.1				0.0				0.1

										0.78		LP30		0.0		0.5				0.1				0.1		0.0				0.0				0.0				0.0				0.0

										2.22		セラR70		0.0		0.0				0.1				0.5		0.2				0.6				0.4				0.0				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		2.5				0.5				0.8		0.4				0.7				0.6				0.0				0.1				5.7

						タイプ19				3.00		セラR25		0.0		1.8				0.5				0.4		0.1				0.1				0.0				0.0				0.0

										2.28		LPS60		0.0		0.1				0.1				0.0		0.3				0.8				0.7				0.1				0.1

										0.72		LPS80		0.0		0.0				0.0				0.0		0.0				0.2				0.2				0.2				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		0.0		1.9				0.6				0.4		0.4				1.1				0.9				0.2				0.1				5.6

						湛直用633 ジンチョクヨウ				0.96		速効 ソッコウ		1.0		0.0				0.0				0.0		0.0				0.0				0.0				0.0				0.0

										1.98		LP30		0.0		1.2				0.2				0.2		0.1				0.1				0.0				0.0				0.0

										1.98		LP70		0.0		0.5				0.1				0.4		0.1				0.2				0.4				0.1				0.0

										1.08		LPS60		0.0		0.0				0.0				0.0		0.2				0.4				0.3				0.0				0.0

										6.00		小計 ショウケイ		1.0		1.7				0.4				0.6		0.3				0.7				0.8				0.1				0.1				5.6

								栽培様式 サイバイヨウシキ		地区 チク		肥料 ヒリョウ

														5/10		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

								直播 チョクハ		大祝 オオイワ		市販① シハン		0.0		0.0		4.0		0.0		2.1		0.0		0.0		1.0		0.0		0.6		0.0		0.5		0.0		0.2		0.0		0.2

												タイプ14		0.0		0.0		3.6		0.0		1.9		0.0		0.0		1.3		0.0		0.8		0.0		0.6		0.0		0.2		0.0		0.1

												タイプ19		0.0		0.0		2.1		0.0		2.1		0.0		0.0		0.9		0.0		2.1		0.0		0.6		0.0		0.4		0.0		0.3

														5/12		6/6		6/8		6/15		6/29		6/30		7/11		7/12		7/26		7/28		8/5		8/15		8/26		8/30		9/7		9/8

								直播 チョクハ		No.38		市販① シハン		0.0		2.8		0.0		0.6		0.0		0.8		0.2		0.0		0.5		0.0		0.6		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0

												タイプ14		0.0		2.5		0.0		0.5		0.0		0.8		0.4		0.0		0.7		0.0		0.6		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0

												タイプ19		0.0		1.9		0.0		0.6		0.0		0.4		0.4		0.0		1.1		0.0		0.9		0.0		0.2		0.0		0.1		0.0

												市販② シハン		1.0		1.7		0.0		0.4		0.0		0.6		0.3		0.0		0.7		0.0		0.8		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0

								栽培様式 サイバイヨウシキ		地区 チク		肥料 ヒリョウ

														5/10		6/8		6/29		7/12		7/28		8/15		8/30		9/8		合計 ゴウケイ

								直播 チョクハ		大祝 オオイワ		市販① シハン		0.0		4.0		2.1		1.0		0.6		0.5		0.2		0.2		8.6

												タイプ14		0.0		3.6		1.9		1.3		0.8		0.6		0.2		0.1		8.6

												タイプ19		0.0		2.1		2.1		0.9		2.1		0.6		0.4		0.3		8.5

														5/12		6/6		6/15		6/30		7/11		7/26		8/5		8/26		9/7		合計 ゴウケイ

								直播 チョクハ		No.38		対照 タイショウ		0.0		2.8		0.6		0.8		0.2		0.5		0.6		0.1		0.1		5.6

												試作A シサク		0.0		2.5		0.5		0.8		0.4		0.7		0.6		0.0		0.1		5.7

												試作B シサク		0.0		1.9		0.6		0.4		0.4		1.1		0.9		0.2		0.1		5.6

												市販② シハン		1.0		1.7		0.4		0.6		0.3		0.7		0.8		0.1		0.1		5.6

																5/12		6/6		6/15		6/30		7/11		7/26		8/5		8/26		9/7

								直播 チョクハ		No.38				対照肥料・時期別 タイショウヒリョウジキベツ		0.0		2.8		0.6		0.8		0.2		0.5		0.6		0.1		0.1

														対照肥料・積算 タイショウヒリョウセキサン		0.0		2.8		3.4		4.2		4.4		4.9		5.4		5.5		5.6

														鉄直播肥料・時期別 テツチョクハヒリョウジキベツ		0.0		2.5		0.5		0.8		0.4		0.7		0.6		0.0		0.1

														鉄直播肥料・積算 テツチョクハヒリョウセキサン		0.0		2.5		3.1		3.8		4.2		5.0		5.5		5.5		5.7

												時期別 ジキベツ		タイプ19		0.0		1.9		0.6		0.4		0.4		1.1		0.9		0.2		0.1

												累積 ルイセキ		タイプ19		0.0		1.9		2.5		2.9		3.3		4.4		5.3		5.6		5.6

												時期別 ジキベツ		市販② シハン		1.0		1.7		0.4		0.6		0.3		0.7		0.8		0.1		0.1

												累積 ルイセキ		市販② シハン		1.0		2.7		3.1		3.6		4.0		4.7		5.4		5.5		5.6

																		5/10		6/8		6/29		7/12		7/28		8/15		8/30		9/8

												直播 チョクハ		大祝 オオイワ		対照 タイショウ		0.0		4.0		2.1		1.0		0.6		0.5		0.2		0.2

																対照 タイショウ		0.0		4.0		6.1		7.1		7.7		8.2		8.4		8.6

																緩効性A カンコウセイ		0.0		3.6		1.9		1.3		0.8		0.6		0.2		0.1

																緩効性A カンコウセイ		0.0		3.6		5.5		6.8		7.6		8.2		8.4		8.6

																緩効性B カンコウセイ		0.0		2.1		2.1		0.9		2.1		0.6		0.4		0.3

																緩効性B カンコウセイ		0.0		2.1		4.2		5.2		7.2		7.9		8.2		8.5





収量比較

		



市販①

タイプ14

タイプ19

推定累積窒素溶出量（kg/10a）

大祝



収量比較 (2)

		



市販①

タイプ14

タイプ19

市販②

推定累積窒素溶出量（kg/10a）

No.38



収量比較 (3)

		



市販①

タイプ14

タイプ19

推定累積窒素溶出量（kg/10a）

大祝



玄米タンパク質含有率

		



対照

試作A

試作B

市販②

推定累積窒素溶出量（kg/10a）

No.38



収量構成要素

		



対照肥料・時期別

対照肥料・積算

鉄直播肥料・時期別

鉄直播肥料・積算

タイプ19

タイプ19

市販②

市販②



収量構成要素（2）

		



対照肥料・時期別

対照肥料・積算

鉄直播肥料・時期別

鉄直播肥料・積算

時期別窒素溶出量（kg/10a）

積算窒素溶出量（kg/10a）



収量構成要素（3）

		



対照

対照

緩効性A

緩効性A

緩効性B

緩効性B

時期別窒素溶出量（kg）

積算窒素溶出量（kg）



t検定（構成要素）

		



対照肥料・時期別

対照肥料・積算

鉄直播肥料・時期別

鉄直播肥料・積算

時期別窒素溶出量（kg/10a）

積算窒素溶出量（kg/10a）



		



対照肥料・時期別

対照肥料・積算

鉄直播肥料・時期別

鉄直播肥料・積算

時期別窒素溶出量（kg/10a）

積算窒素溶出量（kg/10a）



		

		【ひとめ】

		H27

		表　窒素吸収量の推移（No.38) ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイ

				区名 クメイ				7/2		7/16		7/28				穂揃い後（8/17） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ						H27一括 イッカツ

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ								7/1・7/2		7/14・7/16		7/22・7/26		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				1.1		3.1		4.0		4.5		1.3		5.8		2.5		5.9		8.3				ひとめぼれ		速効性+追肥 ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		8.3

		2		直播用200				1.2		3.5		4.8		4.9		1.6		6.5		2.4		5.4		7.8						対照 タイショウ		1.2		3.5		4.8		6.5		7.8

		3		タイプ14				1.0		3.4		5.5		5.0		1.5		6.5		2.7		5.4		8.2						緩効性A カンコウセイ		1.0		3.4		5.5		6.5		8.2

		4		タイプ19				1.1		3.8		4.9		4.8		1.4		6.2		2.2		5.3		7.5						緩効性B カンコウセイ		1.1		3.8		4.9		6.2		7.5

																												どんぴしゃり		対照 タイショウ		2.0		4.8		7.0		7.9		11.5

		H28																												緩効性A カンコウセイ		2.3		5.2		7.1		8.0		10.8

		表　窒素吸収量の推移（No.38) ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイ																												緩効性B カンコウセイ		2.3		5.3		7.7		9.0		10.7

				区名 クメイ				6/30		7/11		7/26				穂揃い後（8/17） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ				H27品種別 ヒンシュベツ				7/2		7/16		7/28		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				1.4		2.0		3.9		2.9		0.5		3.4		2.3		4.6		6.9				ひとめぼれ		対照 タイショウ		1.2		3.5		4.8		6.5		7.8

		2		直播用200				1.5		2.7		4.8		4.0		0.8		4.7		2.7		5.6		8.3						鉄直播 テツチョクハ		1.0		3.4		5.5		6.5		8.2

		3		タイプ14				1.2		2.6		4.8		4.6		0.9		5.4		2.9		5.5		8.3						試作B シサク		1.1		3.8		4.9		6.2		7.5

		4		タイプ19				1.2		2.7		4.3		5.5		0.8		6.3		3.1		5.5		8.7						速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		8.3

		【どんぴ】																														7/1		7/14		7/22		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		H27																										どんぴしゃり		対照 タイショウ		2.0		4.8		7.0		7.9		11.5

		表　窒素吸収量の推移（大祝） ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイオオイワイ																												緩効性A カンコウセイ		2.3		5.2		7.1		8.0		10.8

				区名 クメイ				7/1		7/14		7/22				穂揃い後（8/12） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ								緩効性B カンコウセイ		2.3		5.3		7.7		9.0		10.7

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ

		1		対照 タイショウ				2.0		4.8		7.0		6.8		1.1		7.9		3.9		7.5		11.5

		2		緩効性A カンコウセイ				2.3		5.2		7.1		6.8		1.3		8.0		3.6		7.3		10.8				H27,28平均 ヘイキン				6/下～7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		3		緩効性B カンコウセイ				2.3		5.3		7.7		7.7		1.3		9.0		3.4		7.3		10.7				ひとめぼれ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		1.4		2.0		3.9		3.4		6.9

																														速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		8.3

		H28																												対照 タイショウ		1.3		3.1		4.8		5.6		8.0

		表　窒素吸収量の推移（大祝） ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイオオイワイ																												試作A シサク		1.1		3.0		5.1		5.9		8.3

				区名 クメイ				6/29		7/12		7/28				穂揃い後（8/22） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ								試作B シサク		1.1		3.3		4.6		6.3		8.1

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ

		1		対照 タイショウ				0.9		2.4		7.0		7.9		1.6		9.5		3.0		6.4		9.3								6/下～7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		2		緩効性A カンコウセイ				0.7		2.7		7.0		7.8		1.5		9.3		3.3		7.2		10.5				どんぴしゃり		対照 タイショウ		1.4		3.6		7.0		8.7		10.4

		3		緩効性B カンコウセイ				0.8		2.5		6.5		8.6		1.5		10.1		3.1		7.1		10.2						緩効性A カンコウセイ		1.5		3.9		7.1		8.7		10.7

																														緩効性B カンコウセイ		1.6		3.9		7.1		9.5		10.4

		※44は生育量少につきデータ用いない セイイクリョウショウモチ

		※H28 大祝 7/12、7/28、8/22DW及び吸収量見直し⇒7/28以降対照を上回る？ オオイワイオヨキュウシュウリョウミナオイコウタイショウウワマワ





		



対照

鉄直播

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

試作A

試作B

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		

		【ひとめ】

		H27

		表　窒素吸収量の推移（No.38) ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイ

				区名 クメイ				7/2		7/16		7/28				穂揃い後（8/17） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ				H27品種別 ヒンシュベツ				7/2		7/16		7/28		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（追肥） ツイヒ				1.1		3.1		4.0		4.5		1.3		5.8		2.3		5.5		7.8				ひとめぼれ		対照 タイショウ		1.2		3.5		4.8		6.5		7.8

		2		直播用200				1.2		3.5		4.8		4.9		1.6		6.5		2.4		5.4		7.8						試作A シサク		1.0		3.4		5.5		7.0		8.2

		3		タイプ14				1.0		3.4		5.5		5.4		1.6		7.0		2.7		5.4		8.2						試作B シサク		1.1		3.8		4.9		6.6		7.7

		4		タイプ19				1.1		3.8		4.9		5.0		1.5		6.6		2.2		5.5		7.7						速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		7.8

				タイプ19の吸収パターンの年次間差：H27は、H28に比べタイプ14とのパターンの違いが少なく、穂揃い後の溶出量が増えず吸収も鈍かった？ キュウシュウネンジカンサクラチガスクホゾロゴヨウシュツリョウフキュウシュウニブ

		H28																														7/1		7/14		7/22		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		表　窒素吸収量の推移（No.38) ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイ																										どんぴしゃり		対照 タイショウ		2.0		4.6		5.8		7.0		11.5

				区名 クメイ				6/30		7/11		7/26				穂揃い後（8/17） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ								試作A シサク		2.1		5.4		8.7		9.0		10.8

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ						試作B シサク		2.5		5.4		7.7		8.9		10.7

		1		速効性（無追肥） ムツイヒ				1.4		2.0		3.6		3.5		0.6		4.1		2.3		4.6		6.9

		2		直播用200				1.5		2.7		4.7		4.3		0.8		5.7		2.7		5.6		8.3

		3		タイプ14				1.2		2.6		5.2		5.4		1.0		6.5		2.9		5.5		8.3				H28品種別 ヒンシュベツ				6/30		7/11		7/26		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		4		タイプ19				1.2		2.7		4.3		5.8		0.9		6.7		3.1		5.5		8.7				ひとめぼれ		対照 タイショウ		1.5		2.7		4.7		5.7		8.3

																														試作A シサク		1.2		2.6		5.2		6.5		8.3

		【どんぴ】																												試作B シサク		1.2		2.7		4.3		6.7		8.7

		H27																												速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		1.4		2.0		3.6		4.1		6.9

		表　窒素吸収量の推移（大祝） ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイオオイワイ

				区名 クメイ				7/1		7/14		7/22				穂揃い後（8/12） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ										6/29		7/12		7/28		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ				どんぴしゃり		対照 タイショウ		0.8		2.3		6.2		8.8		9.3

		1		対照 タイショウ				2.0		4.6		5.8		5.9		1.1		7.0		3.9		7.5		11.5						試作A シサク		0.8		2.8		7.7		10.4		10.5

		2		緩効性A カンコウセイ				2.1		5.4		8.7		7.8		1.2		9.0		3.6		7.3		10.8						試作B シサク		0.8		2.4		7.2		9.7		10.2

		3		緩効性B カンコウセイ				2.5		5.4		7.7		7.5		1.4		8.9		3.4		7.3		10.7

		H28																										H27,28平均 ヘイキン				6/下～7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		表　窒素吸収量の推移（大祝） ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイオオイワイ																										ひとめぼれ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		1.4		2.0		3.6		4.1		6.9

				区名 クメイ				6/29		7/12		7/28				穂揃い後（8/22） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ								速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		7.8

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ						対照 タイショウ		1.3		3.1		4.8		6.1		8.0

		1		対照 タイショウ				0.8		2.3		6.2		7.2		1.5		8.8		3.0		6.4		9.3						鉄直播 テツチョクハ		1.1		3.0		5.3		6.7		8.3

		2		緩効性A カンコウセイ				0.8		2.8		7.7		8.9		1.6		10.4		3.3		7.2		10.5						試作B シサク		1.1		3.3		4.6		6.6		8.2

		3		緩効性B カンコウセイ				0.8		2.4		7.2		8.3		1.5		9.7		3.1		7.1		10.2

																																6/下～7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		※44は生育量少につきデータ用いない セイイクリョウショウモチ																										どんぴしゃり		対照 タイショウ		1.4		3.5		6.0		7.9		10.4

																														緩効性A カンコウセイ		1.4		4.1		8.2		9.7		10.7				無追肥を加えることも可能ではあるがー ムツイヒクワカノウ

		大祝 オオイワイ																												緩効性B カンコウセイ		1.7		3.9		7.4		9.3		10.4

		・H27 7/22対照確認 タイショウカクニン				・H27,28穂揃いで2kgも差が出る？ ホゾロサデ





		



対照

試作A

試作B

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

鉄直播

試作B

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

鉄直播

試作B

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

試作A

試作B

速効性（無追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

試作A

試作B

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

鉄直播

試作B

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

鉄直播

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		

		【ひとめ】

		H27

		表　窒素吸収量の推移（No.38) ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイ

				区名 クメイ				7/2		7/16		7/28				穂揃い後（8/17） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ				H27品種別 ヒンシュベツ				7/2		7/16		7/28		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（追肥） ツイヒ				1.1		3.1		4.0		4.5		1.3		5.8		2.3		5.5		7.8				ひとめぼれ		対照 タイショウ		1.2		3.5		4.8		6.5		7.8

		2		直播用200				1.2		3.5		4.8		4.9		1.6		6.5		2.4		5.4		7.8						試作A シサク		1.0		3.4		5.5		7.0		8.2

		3		タイプ14				1.0		3.4		5.5		5.4		1.6		7.0		2.7		5.4		8.2						試作B シサク		1.1		3.8		4.9		6.6		7.7

		4		タイプ19				1.1		3.8		4.9		5.0		1.5		6.6		2.2		5.5		7.7						速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		7.8

				タイプ19の吸収パターンの年次間差：H27は、H28に比べタイプ14とのパターンの違いが少なく、穂揃い後の溶出量が増えず吸収も鈍かった？ キュウシュウネンジカンサクラチガスクホゾロゴヨウシュツリョウフキュウシュウニブ

		H28																														7/1		7/14		7/22		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		表　窒素吸収量の推移（No.38) ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイ																										どんぴしゃり		対照 タイショウ		2.0		4.6		5.8		7.0		11.5

				区名 クメイ				6/30		7/11		7/26				穂揃い後（8/17） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ								試作A シサク		2.1		5.4		8.7		9.0		10.8

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ						試作B シサク		2.5		5.4		7.7		8.9		10.7

		1		速効性（無追肥） ムツイヒ				1.4		2.0		3.6		3.5		0.6		4.1		2.3		4.6		6.9

		2		直播用200				1.5		2.7		4.7		4.3		0.8		5.7		2.7		5.6		8.3

		3		タイプ14				1.2		2.6		5.2		5.4		1.0		6.5		2.9		5.5		8.3				H28品種別 ヒンシュベツ				6/30		7/11		7/26		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		4		タイプ19				1.2		2.7		4.3		5.8		0.9		6.7		3.1		5.5		8.7				ひとめぼれ		対照 タイショウ		1.5		2.7		4.7		5.7		8.3

																														試作A シサク		1.2		2.6		5.2		6.5		8.3

		【どんぴ】																												試作B シサク		1.2		2.7		4.3		6.7		8.7

		H27																												速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		1.4		2.0		3.6		4.1		6.9

		表　窒素吸収量の推移（大祝） ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイオオイワイ

				区名 クメイ				7/1		7/14		7/22				穂揃い後（8/12） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ										6/29		7/12		7/28		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ				どんぴしゃり		対照 タイショウ		0.8		2.3		6.2		8.8		9.3

		1		対照 タイショウ				2.0		4.6		5.8		5.9		1.1		7.0		3.9		7.5		11.5						試作A シサク		0.8		2.8		7.7		10.4		10.5

		2		緩効性A カンコウセイ				2.1		5.4		8.7		7.8		1.2		9.0		3.6		7.3		10.8						試作B シサク		0.8		2.4		7.2		9.7		10.2

		3		緩効性B カンコウセイ				2.5		5.4		7.7		7.5		1.4		8.9		3.4		7.3		10.7

		H28																										H27,28平均 ヘイキン				6/下～7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		表　窒素吸収量の推移（大祝） ヒョウチッソキュウシュウリョウスイイオオイワイ																										ひとめぼれ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		1.4		2.0		3.6		4.1		6.9

				区名 クメイ				6/29		7/12		7/28				穂揃い後（8/22） ホゾロゴ						成熟期 セイジュクキ								速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1.1		3.1		4.0		5.8		7.8

														茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ		茎葉 ケイヨウ		穂 ホ		全体 ゼンタイ						対照肥料 タイショウヒリョウ		1.3		3.1		4.8		6.1		8.0

		1		対照 タイショウ				0.8		2.3		6.2		7.2		1.5		8.8		3.0		6.4		9.3						鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		1.1		3.0		5.3		6.7		8.3

		2		緩効性A カンコウセイ				0.8		2.8		7.7		8.9		1.6		10.4		3.3		7.2		10.5						試作B シサク		1.1		3.3		4.6		6.6		8.2

		3		緩効性B カンコウセイ				0.8		2.4		7.2		8.3		1.5		9.7		3.1		7.1		10.2

																																6/下～7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		穂揃期 ホゾロキ		成熟期 セイジュクキ

		※44は生育量少につきデータ用いない セイイクリョウショウモチ																										どんぴしゃり		対照 タイショウ		1.4		3.5		6.0		7.9		10.4

																														緩効性A カンコウセイ		1.4		4.1		8.2		9.7		10.7				無追肥を加えることも可能ではあるがー ムツイヒクワカノウ

		大祝 オオイワイ																												緩効性B カンコウセイ		1.7		3.9		7.4		9.3		10.4

		・H27 7/22対照確認 タイショウカクニン				・H27,28穂揃いで2kgも差が出る？ ホゾロサデ





		



対照

試作A

試作B

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照肥料

鉄直播肥料

試作B

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照肥料

鉄直播肥料

試作B

速効性（追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

試作A

試作B

速効性（無追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照

試作A

試作B

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照肥料

鉄直播肥料

試作B

窒素吸収量（kg/10a）



		



対照肥料

鉄直播肥料

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

窒素吸収量（kg/10a）



		42502		42502		42502		42502

		42527		42527		42527		42527

		42536		42536		42536		42536

		42551		42551		42551		42551

		42562		42562		42562		42562

		42577		42577		42577		42577

		42587		42587		42587		42587

		42608		42608		42608		42608

		42620		42620		42620		42620



対照肥料・時期別

対照肥料・積算

鉄直播肥料・時期別

鉄直播肥料・積算

時期別窒素溶出量（kg/10a）

積算窒素溶出量（kg/10a）

0

0

0

0

2.8327714286

2.8327714286

2.5376442509

2.5376442509

0.5702952381

3.4030666667

0.5375357426

3.0751799935

0.7821619048

4.1852285714

0.7608075305

3.835987524

0.2460809524

4.4313095238

0.3844923615

4.2204798855

0.4508761905

4.8821857143

0.7499186236

4.970398509

0.5507

5.4328857143

0.5527107852

5.5231092942

0.0897142857

5.5226

0.0198596143

5.5429689085

0.0752095238

5.5978095238

0.1136638144

5.6566327229



																																												修正前 シュウセイマエ																		修正後 シュウセイゴ

		H27

		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ						※2A,3A穂数見直し ホスウミナオ										H27		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																H27		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		7/2		7/16		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				34.4		45.3		64.2		648		814		789		80.7		18.5		541.0				1		速効性（オール15号）				648		814		789		541.0						1		速効性（追肥） ツイヒ		B		633		779		795		520						1		速効性（オール15号）		B		633		779		795		520

		2		直播用200				33.9		45.7		65.6		642		829		789		78.5		17.0		573.0				2		直播用200				642		766		730		544.3						2		直播用200		B		644		780		756		552						2		直播用200		A		639		752		705		536

		3		タイプ14				34.2		45.2		69.4		470		756		750		80.3		17.9		521.3				3		タイプ14				470		756		750		506.6						3		タイプ14		A		567		761		748		525						3		タイプ14		A		567		761		748		525

		4		タイプ19				31.1		40.5		64.3		405		723		687		76.8		17.7		506.6				4		タイプ19				405		723		687		506.6

		5		湛直用633				34.0		45.9		69.3		519		880		857		80.6		18.1		557.4				5		湛直用633				519		880		857		557.4				H28		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																H28		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ

		1		速効性（オール15号）		A		34.6		45.8		64.8		662		848		782		81.3		18.2		562.3				1		速効性（オール15号）		A		662		848		782		562.3												茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン

						B		34.2		44.8		63.5		633		779		795		80.0		18.7		519.7								B		633		779		795		519.7						No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ

		2		直播用200		A		34.3		46.4		66.6		639		877		821		80.7		17.7		593.4				2		直播用200		A		639		752		705		536.1						1		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		A		434		557		526		421						1		速効性（オール15号）		A		434		557		526		421

						B		33.6		45.0		64.5		644		780		756		76.2		16.3		552.5								B		644		780		756		552.5						2		直播用200		A		424		662		629		515						2		直播用200		A		424		662		629		515

		3		タイプ14		A		34.1		45.7		67.9		567		761		748		79.0		17.5		554.1				3		タイプ14		A		567		761		748		524.6						3		タイプ14		A		419		726		672		554						3		タイプ14		A		419		726		672		554

						B		34.4		44.7		70.9		374		751		752		81.6		18.3		488.5								B		374		751		752		488.5

		4		タイプ19		A		32.8		43.0		66.4		441		752		716		78.1		18.2		496.7				4		タイプ19		A		441		752		716		496.7				平均 ヘイキン		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																A列平均 レツヘイキン		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ

						B		29.5		37.9		62.2		369		693		657		75.5		17.2		516.4								B		369		693		657		516.4										茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン

		5		湛直用633		A		34.6		47.7		73.4		480		931		916		85.6		18.7		573.8				5		湛直用633		A		480		931		916		573.8						No		区名 クメイ		6/下・7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		成熟期 セイジュクキ								No		区名 クメイ		6/下・7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		成熟期 セイジュクキ

						B		33.3		44.0		65.3		557		830		798		75.7		17.6		541.0								B		557		830		798		541.0						2		対照 タイショウ		534		721		692		534								2		対照 タイショウ		532		707		667		525

														播種時に深かった区で茎数の増加遅れ？（白化茎長と対応） ハシュジフカククキスウゾウカオクハクカケイチョウタイオウ																				播種時に深かった区で茎数の増加遅れ？（白化茎長と対応） ハシュジフカククキスウゾウカオクハクカケイチョウタイオウ												3		鉄直播 テツチョクハ		493		743		710		540								3		鉄直播 テツチョクハ		493		743		710		540

														※ただし4B区は不明 クフメイ																				※ただし4B区は不明 クフメイ												1		速効性（無追肥） ムツイヒ		434		557		526		421								1		速効性
（無追肥） ムツイヒ		434		557		526		421

		　表　　生育の推移（No44） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No44） ヒョウセイイクスイイ																		1		速効性（追肥） ツイヒ		633		779		795		520								1		速効性（追肥） ツイヒ		633		779		795		520

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		7/2		7/16		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				30.4		40.4		56.3		472		674		673		73.0		17.8		444				1		速効性（オール15号）				472		674		673		444

		2		直播用200				31.3		42.5		62.7		468		755		773		77.4		16.8		474				2		直播用200				468		755		773		474

		3		タイプ14				31.3		41.6		63.3		433		693		714		75.9		17.1		443				3		タイプ14				433		693		714		443

		4		タイプ19				30.8		41.4		63.0		423		730		749		77.5		16.9		493				4		タイプ19				423		730		749		493

		5		湛直用633				31.3		40.4		60.7		401		661		671		74.2		16.9		414				5		湛直用633				401		661		671		414

		1		速効性（オール15号）		A		30.6		39.4		52.5		482		615		615		71.0		17.6		437				1		速効性（オール15号）		A		482		615		615		437

						B		30.1		41.4		60.1		462		733		730		74.9		18.0		452								B		462		733		730		452

		2		直播用200		A		32.9		44.7		64.6		512		822		827		81.5		16.9		535				2		直播用200		A		512		822		827		535

						B		29.8		40.3		60.9		423		688		720		73.2		16.8		413								B		423		688		720		413

		3		タイプ14		A		32.3		43.7		67.3		458		765		790		80.8		17.5		530				3		タイプ14		A		458		765		790		530

						B		30.2		39.5		59.2		408		622		638		71.0		16.8		355								B		408		622		638		355

		4		タイプ19		A		31.5		41.5		63.1		352		648		682		77.3		16.9		487				4		タイプ19		A		352		648		682		487

						B		30.2		41.2		63.0		495		812		817		77.7		16.9		500								B		495		812		817		500

		5		湛直用633		A		32.3		40.9		64.1		407		703		715		78.4		17.3		467				5		湛直用633		A		407		703		715		467

						B		30.3		40.0		57.3		395		618		627		70.0		16.4		362								B		395		618		627		362

		　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ																										　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ																																		H28に比べH27の苗立ち本数が多い（苗立ち率も高い） クラナエダホンスウオオナエダリツタカ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン																												→そのためH27は初期から茎数が多い（穂数は同等） ショキクキスウオオホスウドウトウ

		No		区名 クメイ				7/1		7/14		7/27		7/1		7/14		7/27		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				7/1		7/14		7/27		成熟期 セイジュクキ

		1		直播用200				43.2		51.9		70.6		410		666		651		90.2		18.5		451				1		直播用200				410		666		651		451																						⇒2ヵ年平均ではなく、H28単年度での比較が良い？ ネンヘイキンタンネンドヒカクヨ

		2		タイプ14				42.8		50.7		71.4		445		669		693		87.6		18.9		488				2		タイプ14				445		669		693		488																						（無追肥の大きな差は年次による苗立ち本数の差もあり） ムツイヒオオサネンジナエダホンスウサ

		3		タイプ19				43.6		54.1		73.3		439		775		797		93.5		19.0		548				3		タイプ19				439		775		797		548

		1		直播用200		A		42.5		50.6		69.6		405		720		708		90.2		18.5		478				1		直播用200		A		405		720		708		478																						※次年度に向けて ジネンドム

						B		43.8		53.1		71.5		415		612		593		90.1		18.5		423								B		415		612		593		423																						・適正施肥量の検討 テキセイセヒリョウケントウ

		2		タイプ14		A		42.2		49.4		67.6		468		563		567		81.4		18.6		417				2		タイプ14		A		468		563		567		417																						・生育パターンの確定（7/中にかけての茎数及び窒素吸収量up） セイイクカクテイチュウケイスウオヨチッソキュウシュウリョウ

						B		43.3		52.0		75.2		422		775		818		93.8		19.2		560								B		422		775		818		560																						・収量と玄米品質、耐倒伏性の確保 シュウリョウゲンマイヒンシツタイトウフクセイカクホ

		3		タイプ19		A		45.1		55.8		74.1		553		793		795		92.4		18.9		563				3		タイプ19		A		553		793		795		563

						B		42.1		52.3		72.5		325		757		798		94.6		19.1		533								B		325		757		798		533

		H28																										H28

		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ						※2B,4B穂数見直し ホスウミナオ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		6/30		7/13		7/26		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				38.3		47.4		58.0		436		594		550		72.0		16.4		424.1				1		速効性（オール15号）				436		594		550		424.1

		2		直播用200				37.6		47.8		59.8		428		675		639		75.5		16.9		505.8				2		直播用200				428		675		639		505.8

		3		タイプ14				37.9		48.6		61.2		447		686		628		77.0		17.0		513.2				3		タイプ14				447		686		628		513.2

		4		タイプ19				37.6		47.6		60.5		431		634		616		77.4		17.4		513.2				4		タイプ19				431		634		616		513.2

		5		湛直用633				37.8		47.6		61.4		383		618		593		78.1		17.2		510.7				5		湛直用633				383		618		593		510.7

		1		速効性（オール15号）		A		38.2		46.3		57.3		434		557		526		71.0		16.4		420.8				1		速効性（オール15号）		A		434		557		526		420.8

						B		38.4		48.5		58.8		437		632		573		72.9		16.4		427.4								B		437		632		573		427.4

		2		直播用200		A		37.9		48.5		60.3		424		662		629		75.8		17.1		514.9				2		直播用200		A		424		662		629		514.9

						B		37.2		47.2		59.3		432		688		650		75.2		16.7		496.7								B		432		688		650		442.2

		3		タイプ14		A		37.1		48.2		61.3		419		726		672		78.0		17.0		554.5				3		タイプ14		A		419		726		672		554.5

						B		38.7		49.1		61.2		475		647		584		76.1		17.0		471.9								B		475		647		584		471.9

		4		タイプ19		A		37.7		47.0		58.8		371		571		564		73.3		16.9		443.9				4		タイプ19		A		371		571		564		443.9

						B		37.4		48.3		62.2		490		698		668		81.5		17.9		582.5								B		490		698		668		470.3

		5		湛直用633		A		39.2		49.0		63.1		343		611		587		79.8		17.4		519.8				5		湛直用633		A		343		611		587		519.8

						B		36.5		46.2		59.6		422		625		599		76.4		17.0		501.7								B		422		625		599		501.7

		　表　　生育の推移（No43） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No43） ヒョウセイイクスイイ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		6/30		7/13		7/26		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				39.2		57.4		69.3		414		577		526		71.9		17.1		467				1		速効性（オール15号）				414		577		526		467

		2		直播用200				40.1		58.8		72.1		414		619		569		75.0		17.4		480				2		直播用200				414		619		569		480

		3		タイプ14				38.8		56.5		71.5		368		574		569		73.5		18.0		474				3		タイプ14				368		574		569		474

		4		タイプ19				38.3		56.9		72.5		367		599		606		75.8		17.6		508				4		タイプ19				367		599		606		508

		1		速効性（オール15号）		A		40.0		59.0		70.2		382		573		525		74.5		17.5		482				1		速効性（オール15号）		A		382		573		525		482

						B		38.4		55.7		68.3		445		581		527		69.2		16.8		451								B		445		581		527		451

		2		直播用200		A		40.1		59.2		72.5		392		627		579		75.6		17.5		489				2		直播用200		A		392		627		579		489

						B		40.0		58.5		71.8		437		611		558		74.4		17.3		471								B		437		611		558		471

		3		タイプ14		A		38.2		55.7		70.9		346		561		548		73.5		17.9		461				3		タイプ14		A		346		561		548		461

						B		39.3		57.4		72.0		389		588		589		73.6		18.1		487								B		389		588		589		487

		4		タイプ19		A		37.7		56.8		74.6		353		611		633		77.6		18.1		530				4		タイプ19		A		353		611		633		530

						B		39.0		57.0		70.3		381		588		579		74.1		17.0		486								B		381		588		579		486

		　表　　生育の推移（小友） ヒョウセイイクスイイオトモ																										　表　　生育の推移（小友） ヒョウセイイクスイイオトモ

		No		区名 クメイ				草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ				No		区名 クメイ				茎数(本/㎡) ケイスウホン

								6/29		7/12		7/28		6/29		7/12		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン										6/29		7/12		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		対照 タイショウ				33.2		45.9		69.5		184		508		559		86.3		18.3		468				1		対照 タイショウ				184		508		559		468

		2		緩効性A カンコウセイ				31.9		44.8		65.8		234		575		587		80.9		17.8		500				2		緩効性A カンコウセイ				234		575		587		500

		3		緩効性B カンコウセイ				30.8		44.3		67.1		212		519		591		84.8		18.0		474				3		緩効性B カンコウセイ				212		519		591		474

		1		対照		A		33.7		46.2		69.9		174		488		585		87.4		19.1		511				1		対照		A		174		488		585		511

						B		32.8		45.7		69.0		195		527		533		85.3		17.5		425								B		195		527		533		425

		2		緩効性A		A		32.1		44.2		64.5		219		535		577		80.0		18.0		514				2		緩効性A		A		219		535		577		514

						B		31.6		45.5		67.0		248		615		598		81.7		17.5		487								B		248		615		598		487

		3		緩効性B		A		30.6		44.6		67.3		187		488		572		84.6		17.7		456				3		緩効性B		A		187		488		572		456

						B		31.0		44.1		66.8		237		549		611		84.9		18.3		491								B		237		549		611		491

		　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ																										　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ

		No		区名 クメイ				草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ				No		区名 クメイ				茎数(本/㎡) ケイスウホン

								6/29		7/12		7/28		6/29		7/12		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン										6/29		7/12		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		対照 タイショウ				40.4		53.7		73.8		281		538		548		85.6		18.8		453				1		対照 タイショウ				281		538		548		453

		2		緩効性A カンコウセイ				38.3		49.2		67.8		255		480		486		81.2		18.7		439				2		緩効性A カンコウセイ				255		480		486		439

		3		緩効性B カンコウセイ				38.2		50.8		71.0		277		516		519		83.9		18.8		442				3		緩効性B カンコウセイ				277		516		519		442

		1		対照		A		40.7		53.3		73.0		302		559		569		83.2		18.7		458				1		対照		A		302		559		569		458

						B		40.2		54.1		74.6		260		518		528		87.9		18.9		449								B		260		518		528		449

		2		緩効性A		A		39.7		50.5		68.4		255		485		487		83.3		19.0		423				2		緩効性A		A		255		485		487		423

						B		37.0		47.9		67.3		255		474		485		79.1		18.5		454								B		255		474		485		454

		3		緩効性B		A		38.4		50.8		70.6		253		500		515		82.0		19.0		422				3		緩効性B		A		253		500		515		422

						B		38.0		50.9		71.4		301		533		523		85.8		18.7		462								B		301		533		523		462

		場内97データ追加 ジョウナイツイカ
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（無追肥）

茎数および穂数（本/㎡）



																																												修正前 シュウセイマエ																		修正後 シュウセイゴ

		H27

		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ						※2A,3A穂数見直し ホスウミナオ				速効性茎数見直し ソッコウセイケイスウミナオ						H27		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																H27		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		7/2		7/16		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				34.4		45.3		64.2		648		814		789		80.7		18.5		541.0				1		速効性（オール15号）				648		758		720		541.0						1		速効性（追肥） ツイヒ		B		633		748		725		520						1		速効性（オール15号）		B		633		748		725		520

		2		直播用200				33.9		45.7		65.6		642		829		789		78.5		17.0		573.0				2		直播用200				642		766		730		544.3						2		直播用200		B		644		780		756		552						2		直播用200		A		639		752		705		536

		3		タイプ14				34.2		45.2		69.4		470		756		750		80.3		17.9		521.3				3		タイプ14				470		756		750		506.6						3		タイプ14		A		567		761		748		525						3		タイプ14		A		567		761		748		525

		4		タイプ19				31.1		40.5		64.3		405		723		687		76.8		17.7		506.6				4		タイプ19				405		723		687		506.6																								4		タイプ19		A		441		752		716		497

		5		湛直用633				34.0		45.9		69.3		519		880		857		80.6		18.1		557.4				5		湛直用633				519		880		857		557.4

		1		速効性（オール15号）		A		34.6		45.8		64.8		662		848		782		81.3		18.2		562.3				1		速効性（オール15号）		A		662		768		715		562.3				H28		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																H28		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ						穂数見直し前 ホスウミナオマエ														穂数見直し後 ホスウミナオゴ

						B		34.2		44.8		63.5		633		779		795		80.0		18.7		519.7								B		633		748		725		519.7												茎数(本/㎡) ケイスウホン																茎数(本/㎡) ケイスウホン														茎数(本/㎡) ケイスウホン

		2		直播用200		A		34.3		46.4		66.6		639		877		821		80.7		17.7		593.4				2		直播用200		A		639		752		705		536.1						No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ		6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ				No		区名 クメイ		6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ

						B		33.6		45.0		64.5		644		780		756		76.2		16.3		552.5								B		644		780		756		552.5						1		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		A		434		557		526		421						1		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		436		594		550		424				1		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		436		594		550		424

		3		タイプ14		A		34.1		45.7		67.9		567		761		748		79.0		17.5		554.1				3		タイプ14		A		567		761		748		524.6						2		直播用200		A		424		635		604		515						2		対照 タイショウ		428		649		615		506				2		対照 タイショウ		428		649		615		479

						B		34.4		44.7		70.9		374		751		752		81.6		18.3		488.5								B		374		751		752		488.5						3		タイプ14		A		398		726		672		554						3		試作A シサク		415		686		628		513				3		試作A シサク		415		686		628		513

		4		タイプ19		A		32.8		43.0		66.4		441		752		716		78.1		18.2		496.7				4		タイプ19		A		441		752		716		496.7																								4		試作B シサク		405		634		616		513				4		試作B シサク		405		634		616		457

						B		29.5		37.9		62.2		369		693		657		75.5		17.2		516.4								B		369		693		657		516.4

		5		湛直用633		A		34.6		47.7		73.4		480		931		916		85.6		18.7		573.8				5		湛直用633		A		480		931		916		573.8				平均 ヘイキン		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																平均 ヘイキン		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ

						B		33.3		44.0		65.3		557		830		798		75.7		17.6		541.0								B		557		830		798		541.0										茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン

														播種時に深かった区で茎数の増加遅れ？（白化茎長と対応） ハシュジフカククキスウゾウカオクハクカケイチョウタイオウ																				播種時に深かった区で茎数の増加遅れ？（白化茎長と対応） ハシュジフカククキスウゾウカオクハクカケイチョウタイオウ												No		区名 クメイ		6/下・7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		成熟期 セイジュクキ								No		区名 クメイ		6/下・7/上 ゲジョウ		7/中 チュウ		7/下 ゲ		成熟期 セイジュクキ

														※ただし4B区は不明 クフメイ																				※ただし4B区は不明 クフメイ												2		対照肥料 タイショウヒリョウ		534		708		680		534								2		対照 タイショウ		534		701		660		521

		　表　　生育の推移（No44） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No44） ヒョウセイイクスイイ																		3		鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		482		743		710		540								3		試作A シサク		491		724		688		519

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン												1		速効性
（無追肥） ムツイヒ		434		557		526		421								4		試作B シサク		423		693		666		505

		No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		7/2		7/16		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				7/2		7/16		7/28		成熟期 セイジュクキ						1		速効性（追肥） ツイヒ		633		748		725		520								1		速効性
（無追肥） ムツイヒ		436		594		550		424

		1		速効性（オール15号）				30.4		40.4		56.3		472		674		673		73.0		17.8		444				1		速効性（オール15号）				472		674		673		444																								1		速効性（追肥） ツイヒ		633		748		725		520

		2		直播用200				31.3		42.5		62.7		468		755		773		77.4		16.8		474				2		直播用200				468		755		773		474						H27～28																H27～28																H28

		3		タイプ14				31.3		41.6		63.3		433		693		714		75.9		17.1		443				3		タイプ14				433		693		714		443

		4		タイプ19				30.8		41.4		63.0		423		730		749		77.5		16.9		493				4		タイプ19				423		730		749		493

		5		湛直用633				31.3		40.4		60.7		401		661		671		74.2		16.9		414				5		湛直用633				401		661		671		414

		1		速効性（オール15号）		A		30.6		39.4		52.5		482		615		615		71.0		17.6		437				1		速効性（オール15号）		A		482		615		615		437

						B		30.1		41.4		60.1		462		733		730		74.9		18.0		452								B		462		733		730		452

		2		直播用200		A		32.9		44.7		64.6		512		822		827		81.5		16.9		535				2		直播用200		A		512		822		827		535

						B		29.8		40.3		60.9		423		688		720		73.2		16.8		413								B		423		688		720		413

		3		タイプ14		A		32.3		43.7		67.3		458		765		790		80.8		17.5		530				3		タイプ14		A		458		765		790		530

						B		30.2		39.5		59.2		408		622		638		71.0		16.8		355								B		408		622		638		355

		4		タイプ19		A		31.5		41.5		63.1		352		648		682		77.3		16.9		487				4		タイプ19		A		352		648		682		487

						B		30.2		41.2		63.0		495		812		817		77.7		16.9		500								B		495		812		817		500

		5		湛直用633		A		32.3		40.9		64.1		407		703		715		78.4		17.3		467				5		湛直用633		A		407		703		715		467

						B		30.3		40.0		57.3		395		618		627		70.0		16.4		362								B		395		618		627		362

		　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ																										　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ						←見直し必要 ミナオヒツヨウ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				7/1		7/14		7/27		7/1		7/14		7/27		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				7/1		7/14		7/27		成熟期 セイジュクキ																																						H28（見直し） ミナオ

		1		直播用200				43.2		51.9		70.6		410		666		651		90.2		18.5		451				1		直播用200				410		666		651		451																						H28に比べH27の苗立ち本数が多い（苗立ち率も高い） クラナエダホンスウオオナエダリツタカ

		2		タイプ14				42.8		50.7		71.4		445		669		693		87.6		18.9		488				2		タイプ14				445		669		693		488																						→そのためH27は初期から茎数が多い（穂数は同等） ショキクキスウオオホスウドウトウ

		3		タイプ19				43.6		54.1		73.3		439		775		797		93.5		19.0		548				3		タイプ19				439		775		797		548

		1		直播用200		A		42.5		50.6		69.6		405		720		708		90.2		18.5		478				1		直播用200		A		405		720		708		478																						⇒2ヵ年平均ではなく、H28単年度での比較が良い？ ネンヘイキンタンネンドヒカクヨ

						B		43.8		53.1		71.5		415		612		593		90.1		18.5		423								B		415		612		593		423																						（無追肥の大きな差は年次による苗立ち本数の差もあり） ムツイヒオオサネンジナエダホンスウサ

		2		タイプ14		A		42.2		49.4		67.6		468		563		567		81.4		18.6		417				2		タイプ14		A		468		563		567		417

						B		43.3		52.0		75.2		422		775		818		93.8		19.2		560								B		422		775		818		560																						※次年度に向けて ジネンドム

		3		タイプ19		A		45.1		55.8		74.1		553		793		795		92.4		18.9		563				3		タイプ19		A		553		793		795		563																						・適正施肥量の検討 テキセイセヒリョウケントウ

						B		42.1		52.3		72.5		325		757		798		94.6		19.1		533								B		325		757		798		533																						・生育パターンの確定（7/中にかけての茎数及び窒素吸収量up） セイイクカクテイチュウケイスウオヨチッソキュウシュウリョウ

																																																														・収量と玄米品質、耐倒伏性の確保 シュウリョウゲンマイヒンシツタイトウフクセイカクホ

		H28																										H28										←吸収量の説明と適合しない キュウシュウリョウセツメイテキゴウ

		　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ						※2B,4B穂数見直し ホスウミナオ				⇛見直し前のデータ再構築して利用（左の表） ミナオマエサイコウチクリヨウヒダリヒョウ								　表　　生育の推移（No38） ヒョウセイイクスイイ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン																		茎数(本/㎡) ケイスウホン						穂数 ホスウ

		No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		6/30		7/13		7/26		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ						No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		(本/㎡) ホン

		1		速効性（オール15号）				38.3		47.4		58.0		436		594		550		72.0		16.4		424.1				1		速効性（オール15号）				436		594		550		424.1						1		速効性（オール15号）				436		594		550		424.1

		2		直播用200				37.6		47.8		59.8		428		649		615		75.5		16.9		505.8				2		直播用200				428		649		615		478.5						2		直播用200				428		649		615		505.8

		3		タイプ14				37.9		48.6		61.2		415		686		628		77.0		17.0		513.2				3		タイプ14				415		686		628		513.2						3		タイプ14				415		686		628		513.2

		4		タイプ19				37.6		47.6		60.5		405		634		616		77.4		17.4		513.2				4		タイプ19				405		634		616		457.1						4		タイプ19				405		634		616		513.2

		5		湛直用633				37.8		47.6		61.4		383		618		593		78.1		17.2		510.7				5		湛直用633				383		618		593		510.7						5		湛直用633				383		618		593		510.7

		1		速効性（オール15号）		A		38.2		46.3		57.3		434		557		526		71.0		16.4		420.8				1		速効性（オール15号）		A		434		557		526		420.8						1		速効性（オール15号）		A		434		557		526		420.8

						B		38.4		48.5		58.8		437		632		573		72.9		16.4		427.4								B		437		632		573		427.4										B		437		632		573		427.4

		2		直播用200		A		37.9		48.5		60.3		424		635		604		75.8		17.1		514.9				2		直播用200		A		424		635		604		514.9						2		直播用200		A		424		635		604		514.9

						B		37.2		47.2		59.3		432		663		625		75.2		16.7		496.7								B		432		663		625		442.2										B		432		663		625		496.7

		3		タイプ14		A		37.1		48.2		61.3		398		726		672		78.0		17.0		554.5				3		タイプ14		A		398		726		672		554.5						3		タイプ14		A		398		726		672		554.5

						B		38.7		49.1		61.2		432		647		584		76.1		17.0		471.9								B		432		647		584		471.9										B		432		647		584		471.9

		4		タイプ19		A		37.7		47.0		58.8		371		571		564		73.3		16.9		443.9				4		タイプ19		A		371		571		564		443.9						4		タイプ19		A		371		571		564		443.9

						B		37.4		48.3		62.2		439		698		668		81.5		17.9		582.5								B		439		698		668		470.3										B		439		698		668		582.5

		5		湛直用633		A		39.2		49.0		63.1		343		611		587		79.8		17.4		519.8				5		湛直用633		A		343		611		587		519.8						5		湛直用633		A		343		611		587		519.8

						B		36.5		46.2		59.6		422		625		599		76.4		17.0		501.7								B		422		625		599		501.7										B		422		625		599		501.7

		　表　　生育の推移（No43） ヒョウセイイクスイイ																										　表　　生育の推移（No43） ヒョウセイイクスイイ

								草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ										茎数(本/㎡) ケイスウホン

		No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		6/30		7/13		7/26		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン				No		区名 クメイ				6/30		7/13		7/26		成熟期 セイジュクキ

		1		速効性（オール15号）				39.2		57.4		69.3		414		577		526		71.9		17.1		467				1		速効性（オール15号）				414		577		526		467

		2		直播用200				40.1		58.8		72.1		414		619		569		75.0		17.4		480				2		直播用200				414		619		569		480

		3		タイプ14				38.8		56.5		71.5		368		574		569		73.5		18.0		474				3		タイプ14				368		574		569		474

		4		タイプ19				38.3		56.9		72.5		367		599		606		75.8		17.6		508				4		タイプ19				367		599		606		508

		1		速効性（オール15号）		A		40.0		59.0		70.2		382		573		525		74.5		17.5		482				1		速効性（オール15号）		A		382		573		525		482

						B		38.4		55.7		68.3		445		581		527		69.2		16.8		451								B		445		581		527		451

		2		直播用200		A		40.1		59.2		72.5		392		627		579		75.6		17.5		489				2		直播用200		A		392		627		579		489

						B		40.0		58.5		71.8		437		611		558		74.4		17.3		471								B		437		611		558		471

		3		タイプ14		A		38.2		55.7		70.9		346		561		548		73.5		17.9		461				3		タイプ14		A		346		561		548		461

						B		39.3		57.4		72.0		389		588		589		73.6		18.1		487								B		389		588		589		487

		4		タイプ19		A		37.7		56.8		74.6		353		611		633		77.6		18.1		530				4		タイプ19		A		353		611		633		530

						B		39.0		57.0		70.3		381		588		579		74.1		17.0		486								B		381		588		579		486

		　表　　生育の推移（小友） ヒョウセイイクスイイオトモ																										　表　　生育の推移（小友） ヒョウセイイクスイイオトモ						←6/29,7/12見直し？ ミナオ

		No		区名 クメイ				草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ				No		区名 クメイ				茎数(本/㎡) ケイスウホン

								6/29		7/12		7/28		6/29		7/12		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン										6/29		7/12		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		対照 タイショウ				33.2		45.9		69.5		184		508		559		86.3		18.3		468				1		対照 タイショウ				184		508		559		468

		2		緩効性A カンコウセイ				31.9		44.8		65.8		234		575		587		80.9		17.8		500				2		緩効性A カンコウセイ				234		575		587		500

		3		緩効性B カンコウセイ				30.8		44.3		67.1		212		519		591		84.8		18.0		474				3		緩効性B カンコウセイ				212		519		591		474

		1		対照		A		33.7		46.2		69.9		174		488		585		87.4		19.1		511				1		対照		A		174		488		585		511

						B		32.8		45.7		69.0		195		527		533		85.3		17.5		425								B		195		527		533		425

		2		緩効性A		A		32.1		44.2		64.5		219		535		577		80.0		18.0		514				2		緩効性A		A		219		535		577		514

						B		31.6		45.5		67.0		248		615		598		81.7		17.5		487								B		248		615		598		487

		3		緩効性B		A		30.6		44.6		67.3		187		488		572		84.6		17.7		456				3		緩効性B		A		187		488		572		456

						B		31.0		44.1		66.8		237		549		611		84.9		18.3		491								B		237		549		611		491

		　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ																										　表　　生育の推移（大祝） ヒョウセイイクスイイオオイワイ						←見直し必要 ミナオヒツヨウ

		No		区名 クメイ				草丈(cm) クサタケ						茎数(本/㎡) ケイスウホン						稈長 カンチョウ		穂長 ホチョウ		穂数 ホスウ				No		区名 クメイ				茎数(本/㎡) ケイスウホン

								6/29		7/12		7/28		6/29		7/12		7/28		(cm)		(cm)		(本/㎡) ホン										6/29		7/12		7/28		成熟期 セイジュクキ

		1		対照 タイショウ				40.4		53.7		73.8		281		538		548		85.6		18.8		453				1		対照 タイショウ				281		538		548		453

		2		緩効性A カンコウセイ				38.3		49.2		67.8		255		480		486		81.2		18.7		439				2		緩効性A カンコウセイ				255		480		486		439

		3		緩効性B カンコウセイ				38.2		50.8		71.0		277		516		519		83.9		18.8		442				3		緩効性B カンコウセイ				277		516		519		442

		1		対照		A		40.7		53.3		73.0		302		559		569		83.2		18.7		458				1		対照		A		302		559		569		458

						B		40.2		54.1		74.6		260		518		528		87.9		18.9		449								B		260		518		528		449

		2		緩効性A		A		39.7		50.5		68.4		255		485		487		83.3		19.0		423				2		緩効性A		A		255		485		487		423

						B		37.0		47.9		67.3		255		474		485		79.1		18.5		454								B		255		474		485		454

		3		緩効性B		A		38.4		50.8		70.6		253		500		515		82.0		19.0		422				3		緩効性B		A		253		500		515		422

						B		38.0		50.9		71.4		301		533		523		85.8		18.7		462								B		301		533		523		462

		場内97データ追加 ジョウナイツイカ





		



対照肥料

鉄直播肥料

速効性
（無追肥）

茎数および穂数（本/㎡）



		



対照

試作A

試作B

速効性
（無追肥）

茎数および穂数（本/㎡）



		



対照

試作A

試作B

速効性（無追肥）

茎数および穂数（本/㎡）



		



対照

試作A

試作B

速効性（無追肥）

茎数および穂数（本/㎡）



		42916		42916		42916		42916

		42927		42927		42927		42927

		42942		42942		42942		42942

		穂揃期		穂揃期		穂揃期		穂揃期

		成熟期		成熟期		成熟期		成熟期



対照

試作A

試作B

速効性（無追肥）

窒素吸収量（kg/10a）

1.4723128972

1.1975874443

1.1645553202

1.4118098491

2.6724026114

2.5726577025

2.6876972632

2.0448715177

4.6968092006

5.1855084526

4.3203878248

3.6414241861

5.6903877872

6.4550093935

6.666414819

4.1376005454

8.2937182833

8.3349210439

8.6744488626

6.8663130837



		



対照

試作A

試作B

茎数および穂数（本/㎡）



		・結果加工2のシートから対照区に対しての各区での収量を比較 ケッカカコウタイショウクタイカククシュウリョウヒカク

		・結果一覧シートの減収要因より異常値を除外 ケッカイチランゲンシュウヨウインイジョウチジョガイ

		・銀河のしずく除外 ギンガジョガイ

		通しNo トオ		年次 ネンジ		場所 バショ						精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播 テツチョクハ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1：1

		2		H27		No38				直播200 チョクハ		562		565				667		562		562

		7		H27		No38				直播200 チョクハ		583		521				576		583		583

		12		H27		No44				直播200 チョクハ		402		472				286		402		402

		17		H27		No44				直播200 チョクハ		337		417				342		337		337

		24		H27		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		678		723						678		696

		28		H28		No38				直播200 チョクハ		539		621		466				539		678

		33		H28		No38				直播200 チョクハ		505		591		515				505		539

		45		H28		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		710		636						710		505

		51		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		537		544						537		710

		54		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		564		577						564		700

		37		H28		No97-3				直200N6		572		678						572		537

		41		H28		No97-3				直200N6		611		624						611		564

		38		H28		No97-3				直200N8		588		639						588

		42		H28		No97-3				直200N8		602		577						602

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		689				477				689		572

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		578				486				578		611

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		573				510				573		588

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		623				502				623		602

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		648				536		605		648

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		639				569		584		639

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		612				534		659		612

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		556				483		581		556

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		625				632		680		625

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		679				571		631		679

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		685				616		637		685

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		641				614		639		641

												556		585		537		574

												100		105		92		107

		通しNo トオ		年次 ネンジ		場所 バショ						精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播 テツチョクハ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ				精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播 テツチョクハ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ

		2		H27		No38				直播200 チョクハ		562		565				667				100		101				119

		7		H27		No38				直播200 チョクハ		583		521				576				100		89				99

		12		H27		No44				直播200 チョクハ		402		472				286				100		117				71

		17		H27		No44				直播200 チョクハ		337		417				342				100		124				101

		24		H27		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		678		723								100		107

		28		H28		No38				直播200 チョクハ		539		621		466						100		115		86

		33		H28		No38				直播200 チョクハ		505		591		515						100		117		102

		45		H28		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		710		636								100		90

		51		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		537		544								100		101

		54		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		564		577								100		102

		37		H28		No97-3				直200N6		572		678								100		119

		41		H28		No97-3				直200N6		611		624								100		102

		38		H28		No97-3				直200N8		588		639								100		109

		42		H28		No97-3				直200N8		602		577								100		96

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		689				477						100				69

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		578				486						100				84

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		573				510						100				89

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		623				502						100				80

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		648				536		605				100				83		93

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		639				569		584				100				89		91

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		612				534		659				100				87		108

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		556				483		581				100				87		104

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		625				632		680				100				101		109

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		679				571		631				100				84		93

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		685				616		637				100				90		93

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		641				614		639				100				96		100

																						100		106		88		98





								0



鉄直播

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

収量：対照（kg/10a）

収量（kg/10a）



		・結果加工2のシートから対照区に対しての各区での収量を比較 ケッカカコウタイショウクタイカククシュウリョウヒカク

		・結果一覧シートの減収要因より異常値を除外 ケッカイチランゲンシュウヨウインイジョウチジョガイ

		・銀河のしずく除外 ギンガジョガイ

		通しNo トオ		年次 ネンジ		場所 バショ						精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播 テツチョクハ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1：1

		2		H27		No38				直播200 チョクハ		562		565				667		562		562

		7		H27		No38				直播200 チョクハ		583		521				576		583		583

		12		H27		No44				直播200 チョクハ		402		472				286		402		402

		17		H27		No44				直播200 チョクハ		337		417				342		337		337

		24		H27		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		678		723						678		696

		28		H28		No38				直播200 チョクハ		539		621		466				539		678

		33		H28		No38				直播200 チョクハ		505		591		515				505		539

		45		H28		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		710		636						710		505

		51		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		537		544						537		710

		54		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		564		577						564		700

		37		H28		No97-3				直200N6		572		678						572		537

		41		H28		No97-3				直200N6		611		624						611		564

		38		H28		No97-3				直200N8		588		639						588

		42		H28		No97-3				直200N8		602		577						602

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		689				477				689		572

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		578				486				578		611

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		573				510				573		588

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		623				502				623		602

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		648				536		605		648

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		639				569		584		639

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		612				534		659		612

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		556				483		581		556

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		625				632		680		625

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		679				571		631		679

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		685				616		637		685

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		641				614		639		641

												556		585

												100		105





								0



鉄直播

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

収量：対照（kg/10a）

収量（kg/10a）



		・結果加工2のシートから対照区に対しての各区での収量を比較 ケッカカコウタイショウクタイカククシュウリョウヒカク

		・結果一覧シートの減収要因より異常値を除外 ケッカイチランゲンシュウヨウインイジョウチジョガイ

		・銀河のしずく除外 ギンガジョガイ

		通しNo トオ		年次 ネンジ		場所 バショ						精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		1：1

		2		H27		No38				直播200 チョクハ		562		565				667		562		562

		7		H27		No38				直播200 チョクハ		583		521				576		583		583

		12		H27		No44				直播200 チョクハ		402		472				286		402		402

		17		H27		No44				直播200 チョクハ		337		417				342		337		337

		24		H27		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		678		723						678		696

		28		H28		No38				直播200 チョクハ		539		621		466				539		678

		33		H28		No38				直播200 チョクハ		505		591		515				505		539

		45		H28		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		710		636						710		505

		51		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		537		544						537		710

		54		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		564		577						564		700

		37		H28		No97-3				直200N6		572		678						572		537

		41		H28		No97-3				直200N6		611		624						611		564

		38		H28		No97-3				直200N8		588		639						588

		42		H28		No97-3				直200N8		602		577						602

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		689				477				689		572

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		578				486				578		611

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		573				510				573		588

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		623				502				623		602

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		648				536		605		648

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		639				569		584		639

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		612				534		659		612

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		556				483		581		556

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		625				632		680		625

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		679				571		631		679

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		685				616		637		685

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		641				614		639		641

												556		585		537		574

												100		105		92		107

																						収量指数 シュウリョウシスウ

		通しNo トオ		年次 ネンジ		場所 バショ						精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播 テツチョクハ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ				精玄米収量 セイゲンマイシュウリョウ		鉄直播 テツチョクハ		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ

		2		H27		No38				直播200 チョクハ		562		565				667				100		101				119

		7		H27		No38				直播200 チョクハ		583		521				576				100		89				99

		12		H27		No44				直播200 チョクハ		402		472				286				100		117				71

		17		H27		No44				直播200 チョクハ		337		417				342				100		124				101

		24		H27		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		678		723								100		107

		28		H28		No38				直播200 チョクハ		539		621		466						100		115		86

		33		H28		No38				直播200 チョクハ		505		591		515						100		117		102

		45		H28		大祝 オオイワ				直播200 チョクハ		710		636								100		90

		51		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		537		544								100		101

		54		H28		小友 オトモ				直播200 チョクハ		564		577								100		102

		37		H28		No97-3				直200N6		572		678								100		119

		41		H28		No97-3				直200N6		611		624								100		102

		38		H28		No97-3				直200N8		588		639								100		109

		42		H28		No97-3				直200N8		602		577								100		96

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		689				477						100				69

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		578				486						100				84

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		573				510						100				89

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N4 チョクハヨウ		623				502						100				80

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		648				536		605				100				83		93

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		639				569		584				100				89		91

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		612				534		659				100				87		108

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N6 チョクハヨウ		556				483		581				100				87		104

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		625				632		680				100				101		109

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		679				571		631				100				84		93

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		685				616		637				100				90		93

				H28		プロ推 スイ				直播用200-N8 チョクハヨウ		641				614		639				100				96		100

																						100		106		88		98





								0



鉄直播肥料

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

収量：対照（kg/10a）

収量（kg/10a）



								0



鉄直播肥料

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

収量：対照（kg/10a）

収量（kg/10a）



								0



鉄直播肥料

速効性（追肥）

速効性（無追肥）

収量：対照（kg/10a）

収量（kg/10a）



		・どんぴしゃり除外 ジョガイ

		・銀河のしずく除外 ギンガジョガイ

																		タンパク		鉄直播 テツチョクハ		試作B シサク		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ		湛直633 ジンチョク		1：1

				H27		No38		2		A		N6				直播200 チョクハ		5.3		5.2		5.4				5.7		5.4		5.3

				H27		No38		2		B		N6				直播200 チョクハ		5.2		5.2		5.2				5.3		5.2		5.2

				H27		No44		2		A		N6				直播200 チョクハ		4.6		4.7		4.7				4.3		4.8		4.6

				H27		No44		2		B		N6				直播200 チョクハ		4.7		4.8		4.6				4.6		4.4		4.7

				H28		No38		2		A		N6				直播200 チョクハ		5.9		5.8		5.5		5.6				5.9		5.9

				H28		No38		2		B		N6				直播200 チョクハ		5.6		5.8		5.5		5.8				5.6		5.6

				H28		No97-3		1		A		N6				直200N6		5.9		6.1				6.0						5.9

				H28		No97-3		2		A		N8				直200N8		6.4		6.4						6.1				6.4

				H28		No97-3		1		B		N6				直200N6		6.1		6.0				5.4						6.1

				H28		No97-3		2		B		N8				直200N8		6.1		5.7						6.3				6.1





		



鉄直播

速効性（追肥）

1：1

速効性（無追肥）

玄米タンパク質含有率：対照（%）

玄米タンパク質含有率（%）



		

				H27 2A及び3A構成要素見直し オヨコウセイヨウソミナオ

				H28 2B構成要素見直し コウセイヨウソミナオ																																				H27,H28A列平均（H27構成要素見直し） レツヘイキンコウセイヨウソミナオ

		No.38		調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ		倒伏 トウフク				穂数 ホスウ		見直し後 ミナオゴ

		H27		直播用200		A		1430		661		706		562				35.7		48.2		25.9		93.0		24.7		3.0		0.5				593		536				品種 ヒンシュ		肥料 ヒリョウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		穂数
（本/㎡） ホスウホン		一穂籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		千粒重
(g/千粒) センリュウジュウセンリュウ		登熟歩合
(%) トウジュクブアイ		倒伏
(1～5) トウフク		等級
（1～10） トウキュウ

		H27		直播用200		B		1476		668		729		583				35.5		46.1		25.5		94.1		24.4		3.0		2.0				552						ひとめぼれ		対照 タイショウ		551		(100)		525		48.8		25.6		24.3		90.8		0.8		2.5

		H28		直播用200		A		1396		662		679		539				29.6		49.3		25.4		88.7		23.9		2.0		1.0				515								鉄直播 テツチョクハ		593		108		540		52.7		28.4		24.1		89.7		0.5		2.0

		H28		直播用200		B		1269		604		621		505				22.3		52.7		23.3		91.6		23.9		3.0		2.0				497		442

		H27		タイプ14		A		1427		650		710		565				38.3		53.1		27.9		88.8		24.5		2.0		0.5				554		525

		H27		タイプ14		B		1335		615		670		521				44.8		50.0		24.4		91.0		24.0		2上		2.0				489										収量 シュウリョウ		屑米 クズマイ		穂数 ホスウ		一穂籾 ヒトホモミ		㎡籾 モミ		千粒重 センリュウジュウ		登熟 トウジュク		タンパク		倒伏 トウフク		等級 トウキュウ

		H28		タイプ14		A		1576		722		788		621				35.8		52.3		29.0		90.6		23.8		2.0		0.5				554								H27tyoku200		562		35.7		536		48.2		25.9		24.7		93.0		5.2950079808		0.5		3.0

		H28		タイプ14		B		1399		614		0		591				21.8		54.9		25.9		94.3		24.1		3.0		3.0				472								H28tyoku200		539		29.6		515		49.3		25.4		23.9		88.7		5.9		1.0		2.0

																																演算収量 エンザンシュウリョウ		穂数 ホスウ								tyoku200AVE		551		32.6		525		48.8		25.6		24.3		90.8		5.6		0.8		2.5

		平均 ヘイキン		直播用200 チョクハヨウ				1393		649		684		547				30.8		49.1		25.0		91.8		24.2		2.8		1.4		556		525

				タイプ14				1434		650		542		575				35.2		52.6		26.8		91.2		24.1		2.3		1.5		588		510		穂数不適 ホスウフテキ						H27tetu		565		38.3		525		53.1		27.9		24.5		88.8		5.2		0.5		2.0

																																										H28tetu		621		35.8		554		52.3		29.0		23.8		90.6		5.803371815		0.5		2.0

																																										tetuAVE		593		37.1		540		52.7		28.4		24.1		89.7		5.5		0.5		2.0

		直200A列 チョクレツ		直播用200 チョクハヨウ		AA		1413		662		693		551		100		32.6		48.8		25.6		90.8		24.3		2.5		0.8		565		525

		タイプ14A列 レツ		タイプ14		AA		1501		686		749		593		108		37.1		52.7		28.4		89.7		24.1		2.0		0.5		615		540

																																										tyoku200AVE		551		32.6		525		48.8		25.6		24.3		90.8		5.6		0.8		2.5

																																										tetuAVE		593		37.1		540		52.7		28.4		24.1		89.7		5.5		0.5		2.0

		H27

				　表　収量及び収量構成要素等（大祝） ヒョウシュウリョウオヨシュウリョウコウセイヨウソトウオオイワイ

						調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ

				1		直播用200 チョクハヨウ				1701		756		826		687		100		20.5		61.6		28.2		96.0		25.7

				2		タイプ14				1630		761		788		647		94		24.4		60.1		30.3		88.3		25.5

				3		タイプ19				1807		781		901		747		109		24.5		69.7		38.9		86.1		25.5

				1		直播用200 チョクハヨウ		A		1772		857		842		696		100		22.3		59.6		29.0		95.6		25.7		1上

						直播用200 チョクハヨウ		B		1631		655		809		678		100		18.7		63.7		27.5		96.4		25.8		1上

				2		タイプ14		A		1452		695		698		571		82		20.5		54.9		23.3		98.5		26.0		1上

						タイプ14		B		1808		827		879		723		107		28.4		65.3		37.3		78.1		25.0		1中

				3		タイプ19		A		1935		817		959		797		115		23.8		71.4		41.0		88.9		25.8		1中

						タイプ19		B		1678		745		843		696		103		25.1		67.9		36.9		83.3		25.3		1中

				　表　収量及び収量構成要素等（No38） ヒョウシュウリョウオヨシュウリョウコウセイヨウソトウ

						調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ		玄米
タンパク ゲンマイ		倒伏 トウフク

				1		速効性（オール15号）				1482		598		770		622		109		33.5		48.7		26.4		92.6		25.4		4.0		5.5		0.5

				2		直播用200				1453		664		718		573		100		35.6		47.2		27.0		93.6		24.6		3.0		5.2		1.3

				3		タイプ14				1381		632		690		543		95		41.6		51.5		26.9		89.9		24.2		2.5		5.2		1.3

				4		タイプ19				1451		641		737		577		101		46.2		53.1		26.9		90.7		24.1		3.0		5.3		0.8

				5		湛直用633				1482		680		735		581		101		39.5		53.5		29.9		91.8		24.5		2.5		5.3		1.8

				1		速効性（オール15号）		A		1614		629		829		667		119		38.0		50.0		28.1		94.2		25.3		2中		5.7		0.5

						速効性（オール15号）		B		1350		567		712		576		99		29.1		47.5		24.7		90.9		25.4		1下		5.3		0.5

				2		直播用200		A		1430		661		706		562		100		35.7		48.2		25.9		93.0		24.7		1下		5.3		0.5

						直播用200		B		1476		668		729		583		100		35.5		46.1		25.5		94.1		24.4		1下		5.2		2.0

				3		タイプ14		A		1427		650		710		565		100		38.3		53.1		27.9		88.8		24.5		1中		5.2		0.5

						タイプ14		B		1335		615		670		521		89		44.8		50.0		24.4		91.0		24.0		2上		5.2		2.0

				4		タイプ19		A		1506		675		755		594		106		46.5		53.8		26.7		90.4		24.3		1下		5.4		1.0

						タイプ19		B		1397		607		720		560		96		45.8		52.4		27.1		90.9		24.0		1中		5.2		0.5

				5		湛直用633		A		1679		780		832		660		117		43.6		57.8		33.1		91.9		24.7		1下		5.4		3.0

						湛直用633		B		1284		579		637		501		86		35.4		49.2		26.6		91.7		24.2		1中		5.2		0.5

		H28

				　表　収量及び収量構成要素等（No38） ヒョウシュウリョウオヨシュウリョウコウセイヨウソトウ

						調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ		玄米
タンパク ゲンマイ

				1		速効性（オール15号）				1278		622		610		491		94		21.4		49.4		21.0		93.8		25.0		2.0		5.7		1.8

				2		直播用200				1332		633		650		522		100		26.0		51.0		25.8		90.1		23.9		2.5		5.7		1.5

				3		タイプ14				1487		668		394		606		116		28.8		53.6		27.4		92.4		23.9		2.5		5.8		1.8

				4		タイプ19				1270		497		654		525		101		25.4		54.9		28.3		81.9		24.6		3.0		5.5		2.3

				5		湛直用633				1489		690		733		580		111		33.7		55.2		28.2		83.0		24.8		2.5		5.7		2.3

				1		速効性（オール15号）		A		1226		606		575		466				17.0		46.7		19.6		93.3		25.1		2.0		5.6		2.5

						速効性（オール15号）		B		1329		638		645		515				25.9		52.1		22.3		94.4		24.9		2.0		5.8		1.0

				2		直播用200		A		1396		662		679		539				29.6		49.3		25.4		88.7		23.9		2.0		5.9		1.0

						直播用200		B		1269		604		621		505				22.3		52.7		23.3		91.6		23.9		3.0		5.6		2.0

				3		タイプ14		A		1576		722		788		621				35.8		52.3		29.0		90.6		23.8		2.0		5.8		0.5

						タイプ14		B		1399		614		0		591				21.8		54.9		25.9		94.3		24.1		3.0		5.8		3.0

				4		タイプ19		A		1299		453		657		521				31.5		52.8		23.4		91.6		24.0		3.0		5.5		2.5

						タイプ19		B		1241		540		651		529				19.3		55.0		25.9		82.6		25.3		3.0		5.5		2.0

				5		湛直用633		A		1373		637		684		548				24.3		56.6		29.4		73.7		25.0		2.0		5.9		3.5

						湛直用633		B		1605		742		782		612				43.0		53.7		27.0		92.3		24.5		3.0		5.6		1.0

				38　A系列のみ（H27速効性のみB） ケイレツソッコウセイ

						調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ		玄米
タンパク ゲンマイ

				1		速効性（追肥） ソッコウセイツイヒ				1350		567		712		576				29.1		47.5		24.7		90.9		25.4		3.0		5.3

				1		速効性（無追肥） ソッコウセイムツイヒ				1226		606		575		466				17.0		46.7		19.6		93.3		25.1		2.0		5.6

				2		直播用200 チョクハヨウ				1413		662		693		551				32.6		48.8		25.6		90.8		24.3		2.0		5.6

				3		タイプ14				1501		686		749		593				37.1		52.7		28.4		89.7		24.1		2.0		5.5

				4		タイプ19				1402		564		706		557				39.0		53.3		25.1		91.0		24.1		3.0		5.4

				5		湛直用633 ジンチョクヨウ				1526		708		758		604				33.9		57.2		31.3		82.8		24.9		2.0		5.7





		

						対照 タイショウ		鉄直播 テツチョクハ

				精玄米重（kg/10a） セイゲンマイジュウ		551		593

				同上比 ドウジョウヒ		（100）		108

				穂数（本/㎡） ホスウホン		525		540

				一穂籾数（粒） ヒトホモミスウリュウ		48.8		52.7

				㎡籾数（×千粒） モミスウセンリュウ		25.6		28.4

				千粒重（g） センリュウジュウ		24.3		24.1

				登熟歩合（%） トウジュクブアイ		90.8		89.7

				等級（1-10） トウキュウ		2.5		2.0

				倒伏（0-5） トウフク		0.8		0.5

				品種：ひとめぼれ ヒンシュ

				表２　収量構成要素および品質 ヒョウシュウリョウコウセイヨウソヒンシツ

						対照 タイショウ		鉄直播 テツチョクハ

				精玄米重(kg/10a) セイゲンマイジュウ		551		593

				同上比 ドウジョウヒ		100		108

				穂数(本/㎡) ホスウホン		525		540

				一穂籾数(粒) ヒトホモミスウリュウ		48.8		52.7

				㎡籾数(×千粒) モミスウセンリュウ		25.6		28.4

				千粒重(g) センリュウジュウ		24.3		24.1

				登熟歩合(%) トウジュクブアイ		90.8		89.7

				等級（1-10) トウキュウ		2.5		2.0

				倒伏(0-5) トウフク		0.8		0.5

				品種：ひとめぼれ ヒンシュ

				注1)農業研究センター圃場における2015～016年の調査結果 チュウノウギョウケンキュウホジョウネンチョウサケッカ

				注2)窒素成分施肥量：6kg/10a(全面全層施肥) チュウチッソセイブンセヒリョウゼンメンゼンソウセヒ

				注3)等級は1上～等外を10段階(1上：1～等外10)で評価 チュウトウキュウジョウトウガイダンカイジョウトウガイヒョウカ

				品種 ヒンシュ		肥料 ヒリョウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		穂数
（㎡/本） ホスウホン		一穂籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		千粒重
(g/千粒) センリュウジュウセンリュウ		登熟歩合
(%) トウジュクブアイ		倒伏
(1～5) トウフク		等級
（1～10） トウキュウ

				ひとめぼれ		対照 タイショウ		551		(100)		525		48.8		25.6		24.3		90.8		0.8		2.5

						鉄直播 テツチョクハ		593		108		540		52.7		28.4		24.1		89.7		0.5		2.0





		

		H27

		　表　収量及び収量構成要素等（No38） ヒョウシュウリョウオヨシュウリョウコウセイヨウソトウ

				調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		穂数
（本/㎡） ホスウホン		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ		玄米
タンパク ゲンマイ		倒伏 トウフク

		1		速効性（オール15号）				1482		598		770		622		109		33.5		541		48.7		26.4		92.6		25.4		4.0		5.5		0.5						対照 タイショウ		試作A シサク		試作B シサク				肥料 ヒリョウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
（kg/10a） クズマイジュウ		穂数
（㎡/本） ホスウホン		一穂籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		千粒重
(g/千粒) センリュウジュウセンリュウ		登熟歩合
(%) トウジュクブアイ		玄米ﾀﾝﾊﾟｸ質含有率（%） ゲンマイシツガンユウリツ		倒伏
(1～5) トウフク		等級
（1～10） トウキュウ

		2		直播用200				1453		664		718		573		100		35.6		544		47.2		25.7		93.6		24.6		3.0		5.2		1.3				精玄米重（kg/10a） セイゲンマイジュウ		551		593		557				対照 タイショウ		551		(100)		32.6		525		48.8		25.6		24.3		90.8		5.6		0.8		2.5

		3		タイプ14				1381		632		690		543		95		41.6		507		51.5		26.1		89.9		24.2		2.5		5.2		1.3				同上比 ドウジョウヒ		100		108		101				試作A シサク		593		108		37.1		540		52.7		28.4		24.1		89.7		5.5		0.5		2.0

		4		タイプ19				1451		641		737		577		101		46.2		507		53.1		26.9		90.7		24.1		3.0		5.3		1.5				屑米重（kg/10a） クズマイジュウ		32.6		37.1		39.0				試作B シサク		557		101		39.0		470		53.3		25.1		24.1		91.0		5.4		1.8		3.0

		5		湛直用633				1482		680		735		581		101		39.5		557		53.5		29.9		91.8		24.5		2.5		5.3		1.8				穂数（本/㎡） ホスウホン		525		540		470

		1		速効性（オール15号）		A		1614		629		829		667		119		38.0		562		50.0		28.1		94.2		25.3		5.0		5.7		0.5				一穂籾数（粒） ヒトホモミスウリュウ		48.8		52.7		53.3

				速効性（オール15号）		B		1350		567		712		576		99		29.1		520		47.5		24.7		90.9		25.4		3.0		5.3		0.5				㎡籾数（×千粒） モミスウセンリュウ		25.6		28.4		25.1

		2		直播用200		A		1430		661		706		562		100		35.7		536		48.2		25.9		93.0		24.7		3.0		5.3		0.5				千粒重（g） センリュウジュウ		24.3		24.1		24.1

				直播用200		B		1476		668		729		583		100		35.5		552		46.1		25.5		94.1		24.4		3.0		5.2		2.0				登熟歩合（%） トウジュクブアイ		90.8		89.7		91.0

		3		タイプ14		A		1427		650		710		565		100		38.3		525		53.1		27.9		88.8		24.5		2.0		5.2		0.5				等級（1-10） トウキュウ		2.5		2.0		3.0

				タイプ14		B		1335		615		670		521		89		44.8		489		50.0		24.4		91.0		24.0		4.0		5.2		2.0				倒伏（0-5） トウフク		0.8		0.5		1.8

		4		タイプ19		A		1506		675		755		594		106		46.5		497		53.8		26.7		90.4		24.3		3.0		5.4		1.0				品種：ひとめぼれ ヒンシュ

				タイプ19		B		1397		607		720		560		96		45.8		516		52.4		27.1		90.9		24.0		2.0		5.2		2.0

		5		湛直用633		A		1679		780		832		660		117		43.6		574		57.8		33.1		91.9		24.7		3.0		5.4		3.0

				湛直用633		B		1284		579		637		501		86		35.4		541		49.2		26.6		91.7		24.2		2.0		5.2		0.5

		H28

		　表　収量及び収量構成要素等（No38） ヒョウシュウリョウオヨシュウリョウコウセイヨウソトウ

				調査区名 チョウサクメイ				全重
(kg/10a) ゼンジュウ		わら重
(kg/10a) ジュウ		精籾重
(kg/10a) セイモミジュウ		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
(kg/10a) クズマイジュウ		穂数
（本/㎡） ホスウホン		一穂
籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		登熟
歩合
(%) トウジュクブアイ		千粒重
(g) センリュウジュウ		等級 トウキュウ		玄米
タンパク ゲンマイ		倒伏 トウフク														試験区 シケンク		精玄米重
(kg/10a) セイゲンマイジュウ		同左比 ドウヒダリヒ		屑米重
（kg/10a） クズマイジュウ		穂数
（㎡/本） ホスウホン		一穂籾数
(粒) ヒトホモミスウツブ		㎡籾数
(×千粒) モミスウセンツブ		千粒重
(g/千粒) センリュウジュウセンリュウ		登熟歩合
(%) トウジュクブアイ		玄米ﾀﾝﾊﾟｸ質含有率（%） ゲンマイシツガンユウリツ		倒伏
(1～5) トウフク		等級
（1～10） トウキュウ

		1		速効性（オール15号）				1278		622		610		491		94		21.4		424.1		49.4		21.0		93.8		25.0		2.0		5.7		1.8														対照肥料 タイショウヒリョウ		551		(100)		32.6		525		48.8		25.6		24.3		90.8		5.6		0.8		2.5

		2		直播用200				1332		633		650		522		100		26.0		478.5		51.0		24.3		90.1		23.9		2.5		5.7		1.5														鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		593		108		37.1		540		52.7		28.4		24.1		89.7		5.5		0.5		2.0

		3		タイプ14				1487		668		394		606		116		28.8		513.2		53.6		27.4		92.4		23.9		2.5		5.8		1.8

		4		タイプ19				1270		497		654		525		101		25.4		457.1		53.9		24.6		87.1		24.6		3.0		5.5		2.3

		5		湛直用633				1489		690		733		580		111		33.7		510.7		55.2		28.2		83.0		24.8		2.5		5.7		2.3

		1		速効性（オール15号）		A		1226		606		575		466				17.0		420.8		46.7		19.6		93.3		25.1		2.0		5.6		2.5

				速効性（オール15号）		B		1329		638		645		515				25.9		427.4		52.1		22.3		94.4		24.9		2.0		5.8		1.0

		2		直播用200		A		1396		662		679		539				29.6		514.9		49.3		25.4		88.7		23.9		2.0		5.9		1.0

				直播用200		B		1269		604		621		505				22.3		442.2		52.7		23.3		91.6		23.9		3.0		5.6		2.0

		3		タイプ14		A		1576		722		788		621				35.8		554.5		52.3		29.0		90.6		23.8		2.0		5.8		0.5

				タイプ14		B		1399		614		0		591				21.8		471.9		54.9		25.9		94.3		24.1		3.0		5.8		3.0

		4		タイプ19		A		1299		453		657		521				31.5		443.9		52.8		23.4		91.6		24.0		3.0		5.5		2.5

				タイプ19		B		1241		540		651		529				19.3		470.3		55.0		25.9		82.6		25.3		3.0		5.5		2.0

		5		湛直用633		A		1373		637		684		548				24.3		519.8		56.6		29.4		73.7		25.0		2.0		5.9		3.5

				湛直用633		B		1605		742		782		612				43.0		501.7		53.7		27.0		92.3		24.5		3.0		5.6		1.0

																																						演算 エンザン		実収量比 ジツシュウリョウヒ

		A列平均 レツヘイキン		直播用200		A		1413		662		693		551		100		32.6		525		48.8		25.6		90.8		24.3		2.5		5.6		0.8				565.5		103

				タイプ14		A		1501		686		749		593		108		37.1		540		52.7		28.4		89.7		24.1		2.0		5.5		0.5				615.0		104

				タイプ19		A		1402		564		706		557		101		39.0		470		53.3		25.1		91.0		24.1		3.0		5.4		1.8				550.3		99

		H27A列 レツ		直播用200				1381		647		678		542		100		30.8		507		49.6		25.1		91.5		24.3		2.8		5.5		1.0

		H28A,B		タイプ14				1457		659		552		585		108		33.6		519		53.4		27.7		90.6		24.2		2.3		5.5		1.1

				タイプ19				1388		586		704		559		103		36.0		477		53.8		25.7		88.7		24.4		3.0		5.4		1.6





		t-検定: 一対の標本による平均の検定ツール

				変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2

		平均		550.8175952353		593.1038552014				平均		32.6447653914		37.0787841465				平均		525.4585294595		539.5228047395				平均		48.7524350649		52.7018112196				平均		25.6118640743		28.4274285224				平均		24.312852513		24.121075659				平均		90.8093524197		89.6925795858				平均		5.5738406603		5.5112307579				平均		0.75		0.5				平均		2.5		2

		分散		262.3129022401		1570.6145494717				分散		18.1960052737		3.1833744287				分散		225.0187780305		445.9675228261				分散		0.541407963		0.3674363175				分散		0.1188059551		0.6176606176				分散		0.2724008215		0.266850051				分散		9.2985339142		1.6333794868				分散		0.1554953264		0.1706927945				分散		0.125		0				分散		0.5		0

		観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2

		ピアソン相関		-1						ピアソン相関		1						ピアソン相関		-1						ピアソン相関		-1						ピアソン相関		-1						ピアソン相関		1						ピアソン相関		-1						ピアソン相関		1						ピアソン相関								ピアソン相関

		仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0

		自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1						自由度		1

		t		-1.0711974834						t		-2.5269834731						t		-0.5506831903						t		-4.1619881093						t		-3.5218667602						t		50.7414160682						t		0.3649674151						t		4.7045480911						t		1						t		1

		P(T<=t) 片側		0.2390623937						P(T<=t) 片側		0.1199451642						P(T<=t) 片側		0.3397731223						P(T<=t) 片側		0.0750574901						P(T<=t) 片側		0.0880632364						P(T<=t) 片側		0.0062723651						P(T<=t) 片側		0.3886086964						P(T<=t) 片側		0.0666677952						P(T<=t) 片側		0.25						P(T<=t) 片側		0.25

		t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147

		P(T<=t) 両側		0.4781247874						P(T<=t) 両側		0.2398903285						P(T<=t) 両側		0.6795462446						P(T<=t) 両側		0.1501149802						P(T<=t) 両側		0.1761264729						P(T<=t) 両側		0.0125447301						P(T<=t) 両側		0.7772173929						P(T<=t) 両側		0.1333355905						P(T<=t) 両側		0.5						P(T<=t) 両側		0.5

		t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362

		収量 シュウリョウ								屑米 クズマイ								穂数 ホスウ								一穂籾数 ヒトホモミスウ								㎡籾数 モミスウ								千粒重 センリュウジュウ								登熟歩合 トウジュクブアイ								タンパク								倒伏 トウフク								等級 トウキュウ

		5%水準 スイジュン								5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%

		t-検定: 分散が等しくないと仮定した２標本による検定

				変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2						変数 1		変数 2

		平均		550.8175952353		593.1038552014				平均		32.6447653914		37.0787841465				平均		525.4585294595		539.5228047395				平均		48.7524350649		52.7018112196				平均		25.6118640743		28.4274285224				平均		24.312852513		24.121075659				平均		90.8093524197		89.6925795858				平均		5.5738406603		5.5112307579				平均		0.75		0.5				平均		2.5		2

		分散		262.3129022401		1570.6145494717				分散		18.1960052737		3.1833744287				分散		225.0187780305		445.9675228261				分散		0.541407963		0.3674363175				分散		0.1188059551		0.6176606176				分散		0.2724008215		0.266850051				分散		9.2985339142		1.6333794868				分散		0.1554953264		0.1706927945				分散		0.125		0				分散		0.5		0

		観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2				観測数		2		2

		仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0						仮説平均との差異		0

		自由度		1						自由度		1						自由度		2						自由度		2						自由度		1						自由度		2						自由度		1						自由度		2						自由度		1						自由度		1

		t		-1.3968238295						t		-1.356172624						t		-0.7678484808						t		-5.8586662497						t		-4.6398501088						t		0.3693309979						t		0.4776741588						t		0.1550329298						t		1						t		1

		P(T<=t) 片側		0.1977736133						P(T<=t) 片側		0.2022440126						P(T<=t) 片側		0.2614222597						P(T<=t) 片側		0.0139598938						P(T<=t) 片側		0.0675699151						P(T<=t) 片側		0.3736591101						P(T<=t) 片側		0.3581522187						P(T<=t) 片側		0.4455139999						P(T<=t) 片側		0.25						P(T<=t) 片側		0.25

		t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		2.9199855804						t 境界値 片側		2.9199855804						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		2.9199855804						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		2.9199855804						t 境界値 片側		6.3137515147						t 境界値 片側		6.3137515147

		P(T<=t) 両側		0.3955472265						P(T<=t) 両側		0.4044880252						P(T<=t) 両側		0.5228445193						P(T<=t) 両側		0.0279197875						P(T<=t) 両側		0.1351398303						P(T<=t) 両側		0.7473182201						P(T<=t) 両側		0.7163044374						P(T<=t) 両側		0.8910279997						P(T<=t) 両側		0.5						P(T<=t) 両側		0.5

		t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		4.3026527297						t 境界値 両側		4.3026527297						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		4.3026527297						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		4.3026527297						t 境界値 両側		12.7062047362						t 境界値 両側		12.7062047362

		収量 シュウリョウ								屑米 クズマイ								穂数 ホスウ								一穂籾 ヒトホモミ								㎡籾 モミ								千粒重 センリュウジュウ								登熟 トウジュク								タンパク								倒伏 トウフク								等級 トウキュウ

		5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%								5%

																										t-検定: 分散が等しくないと仮定した２標本による検定

																												変数 1		変数 2

																										平均		48.7524350649		52.7018112196

																										分散		0.541407963		0.3674363175

																										観測数		2		2

																										仮説平均との差異		0

																										自由度		2

																										t		-5.8586662497

																										P(T<=t) 片側		0.0139598938

																										t 境界値 片側		6.9645567343

																										P(T<=t) 両側		0.0279197875

																										t 境界値 両側		9.9248432009

																										一穂籾 ヒトホモミ

																										1%
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		肥料価格 ヒリョウカカク

										6

				価格/袋 カカクタイ		kg/袋 タイ		N%		N6現物量 ゲンブツリョウ		同左価格 ドウサカカク		価格比 カカクヒ

		対照肥料 タイショウヒリョウ		2884		20		12		50.0		7210		100

		鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		2474		15		16		37.5		6185		86

				価格比 カカクヒ

		対照肥料 タイショウヒリョウ		100

		鉄直播肥料 テツチョクハヒリョウ		86
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