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第 IV 章 種子被覆処理及び幼苗浸漬処理がイネ収量に及ぼす影響

背景

2012 年に、ガーナ国タマレ市近郊の開発研究大学（UDS）内の試験圃場で実施し

た試験では、少量の重過リン酸石灰(TSP)による種子被覆処理によって、イネ収量が

向上することを確認した。少量施肥技術は、土壌肥沃度改善に積極的であるにも関わ

らず、金銭的理由により十分な量の肥料を扱えない小規模農家にとって、有効な技術

であると考えられる。

種子被覆処理技術の有効性を裏付けるため、TSP による種子被覆処理がイネ収量

に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした現地圃場試験を、タマレ近郊の酸性土

壌環境下において再度実施した。加えて、幼苗浸漬技術の効果実証試験をガーナ国

クマシ市近郊の土壌研究所（CSIR-SRI）内の試験圃場において開始した。

方法

試験① TSP による種子被覆処理がイネ収量に及ぼす影響

TSP による種子被覆法

本試験で供試したTSP被覆種子は、100gの風乾土壌と、1mmの篩で篩別した粉末

状のTSP 及び 100g のイネ種子をおよそ30mL の水と混和することによって作成した。

供したイネ種子は GR18 とした。完全に混和した後、湿状態の TSP 被覆種子をプラス

チック製コンテナ内に広げ、30 分間乾燥した。乾燥後、得られたTSP 被覆種子を試験

に供試した。なお、イネ種子：土壌：TSP の混合比率は 100:100:10g であるが、添加す

る水の量は適宜調整することが望ましい。

処理

試験区は、種子被覆の有無（C0；被覆なし、C1；被覆あり）の二水準と、四水準の化

肥施用の組み合わせによって設定した。化学肥料は１）-NPK；完全無施用、2) +NK；

窒素及びカリ肥料、3）NK+BPR；NK 肥料に加えてブルキナファソ産リン鉱石(BPR)

を135 kg P2O5 ha-1、4) NK+TSP；NK 肥料に加えてTSP を135 kg P2O5 ha-1の四水

準とした。なお、NK、NK+BPR、NK+TSP では、いずれも、窒素施肥は硫酸アンモニ

ウムを30 kg N ha-1とし、カリ施肥量は塩化カリウムを30kg K2O ha-1とした。なお、各処

理区は 6 反復で設定し、合計 48 プロットで試験を実施した。各試験区は完全無作為

法によって配置した。

各プロットは 5m×5m とし、条間、畦間ともに 20cm でイネを栽培したため、栽植密度

は 25 株/m2である。栽培後、イネ籾および稲わらの収量を調査した。
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試験② 幼苗浸漬処理がイネ収量に及ぼす影響

本試験においては、イネ品種として Sikamo を供試した。3 週間育苗したイネ幼苗に

ついて浸漬処理と非浸漬処理の二水準に設定した。浸漬処理では浸漬する TSP 溶

液の濃度を1%TSP溶液及び 5%TSP溶液の二水準を設定した。浸漬時間はいずれも

30 分間とした。さらに、栽培土壌環境について、施肥量を変えることで以下の四水準

に設定した。1）無施用、2）+NK；窒素およびカリ肥料、3) NK+BPR；NK肥料に加えて

ブルキナファソ産リン鉱石(BPR)を135 kg P2O5 ha-1、4) NK+TSP；NK 肥料に加えて

TSP を135 kg P2O5 ha-1。なお、NK、NK+BPR、NK+TSP では、いずれも、窒素施肥

は硫酸アンモニウムを30 kg N ha-1とし、カリ施肥量は塩化カリウムを20kg K2O ha-1と

した。なお、各処理区は 5 反復で設定し、合計 40 プロットで試験を実施した。

統計処理について

得られたイネ籾および稲わらの収量は、試験①では、最大値及び最小値を除いたト

リム平均値によって評価することとした。試験②については全ての試験区を対象として

平均値を算出し、評価した。なお、平均値の比較には、JMP ver. 9.0 を使用してスチュ

ーデントの方法に従い t 検定を実施した。

結果及び考察

TSP 被覆処理がイネ収量に及ぼす影響

完全無施用区であるC0-NPK 区の収量は、2.6 t ha-1だった（表 IV-1）。この収量は、

十分量の施肥が出来ていない現地農家における最小収量水準であると考えられる。

被覆処理無しの場合、+NK区、+NK+BPR区、+NK+TSP区の収量は、それぞれ4.8 t、

3.0 t、4.0 t ha-1を示した。

対して、TSP 被覆種子を使用した場合、イネ収量は大幅に改善した。完全無施用で

ある-NPK 区では 2.6t ha-1 が 3.5t ha-1 に、+NK 区では 4.8t ha-1 が 4.9 t ha-1 に、

+NK+BPR 区では 3.0t ha-1が 4.2t ha-1に、+NK+TSP 区では 4.0 t ha-1が 4.5t ha-1に

増収した。これらの被覆処理無しの場合に対する増収率はそれぞれ 33%、3%、37%、

および 14%だった。この結果は TSP 被覆処理がイネ生産に有効であることを示してい

る。

種子被覆技術が 2 年間の試験において有効な結果を示したことから、被覆処理技

術を当該調査地域の稲作において導入することが可能であると考えられる。



37

収量増加率

増加量 (kg ha
-1

) 有意差 (%)

-NPK -NK -P 2.6 ± 0.2 3.5 ± 0.7 872 n.s. 33

NK +NK -P 4.8 ± 0.5 4.9 ± 0.4 141 n.s. 3

NK+BPR +NK BPR 3.0 ± 0.1 4.2 ± 0.2 1138 * 37

NK+TSP +NK TSP 4.0 ± 0.2 4.5 ± 0.3 562 n.s. 14

-NPK -NK -P 5.2 ± 0.5 6.9 ± 0.8 1675 n.s. 32

NK +NK -P 8.2 ± 1.0 10.3 ± 0.7 2092 n.s. 26

NK+BPR +NK BPR 9.2 ± 0.2 9.1 ± 0.6 -117 n.s. -1

NK+TSP +NK TSP 11.7 ± 0.7 11.1 ± 1.8 -525 n.s. -5

* スチューデントのt 検定により、5%水準で有意であることを示す.

被覆有り 被覆無し

イネ籾収量 (t ha
-1

); Mean ± SE (n =4)

稲わら収量 (t ha
-1

); Mean ± SE (n = 4)

処理区 NK肥料 リン肥料
TSP種子被覆 被覆無しvs 被覆有り

TSP 被覆処理技術は、一般に、イネ幼苗の初期生育を促進すると考えられる。また

肥沃度の低い土壌環境下においては、結果として栄養塩の供給源として作用すると

考えられる。本試験においても、特に-NPK区及び+NK区において、TSP被覆処理に

よる明らかなイネ収量の増加が認められた。稲わら収量の増加量は、-NPK 区では

1675 kg ha-1であり、+NK 区では 2092 kg ha-1だった。

リン酸施用条件下におけるTSP被覆処理は、稲わらの収量に及ぼす影響が小さく、

TSP被覆処理は、特にリン酸無施用条件下においてイネの栄養生長を促進しているこ

とが示された（表 IV-1）。植物に必要なリン量を土壌から吸収することが出来るようにな

るまでの間、被覆したTSP由来のリン酸が、初期生育段階のイネに対して、可給態リン

酸として作用した可能性がある。

TSP 幼苗浸漬処理がイネ収量に及ぼす影響

これまでに、ポット試験において、TSP 幼苗浸漬処理がイネの初期生育およびリン利

用効率に有効に作用することが明らかになっている（Monrawee et al. 2013）。浸漬処

理の有効性については、化学肥料溶液である浸漬溶液の圃場への還元による効果と、

土壌の低リン酸環境に耐えられるイネ幼苗の頑健性の確保が期待される。本年度の

試験結果から、リン酸無施用の条件では、5%TSP 溶液への幼苗浸漬処理により、非

浸漬処理時に比べて、浸漬処理時の収量が高い値を示すことが明らかになった（図

IV-1）。

完全無施用の条件(-NK-P)では、非浸漬処理の収量（4.23t ha-1）に比べて、浸漬処

理では 4.91t ha-1と高い値を示した。

表 IV-1 TSP 被覆の有無がイネ収量に及ぼす影響
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各処理間のイネ収量には統計的な有意差は認められなかったものの、リン酸無施

用区である-NPK 及び+NK-P では、5%TSP 溶液に浸漬した場合、イネ収量が非浸漬

処理に比べて高い値を示した。対して、リン酸肥料を施用した条件である+NK+BPR

および+NK+TSPでは、5%TSP浸漬処理のイネ収量は1%TSP浸漬処理に比較して、

低い値を示した。

これらの結果から、リン酸が無施用条件の低リン酸土壌肥沃度環境においては、イ

ネ幼苗の 5%TSP 浸漬処理により、イネ収量が改善できると考えられる。TSP による幼

苗浸漬処理がイネ収量に及ぼす効果は、主として土壌のリン酸肥沃度によって規定さ

れると推察される。

まとめ

二年間の試験結果から、TSP による種子被覆技術は、ギニアサバンナ帯に位置

するタマレ市近郊において、イネ籾および稲わらの収量の改善に有効であることが示

された。少量の化学肥料を使用した種子被覆技術は、イネの初期生育を改善し、結果

としてイネ収量の増加に寄与したものと考えられる。本技術は、適正量の施肥が困難

な小規模農家にとって、肥料購入コストを削減することが期待される。

本試験では、リン酸肥料無施用の土壌条件下において、イネ幼苗を5%のTSP溶液

に30分間浸漬することで、イネ収量は改善された。対して、リン酸を十分に施用した条

図 IV-1 イネ幼苗の 1%及び 5%TSP 溶液に対する 30 分間浸漬処理がイネ

(Sikamo)の収量に及ぼす影響.

リン酸施肥量は、-P；0 kg P2O5 ha-1、BPR；135 kg P2O5 ha-1 ブルキナファソ産リ

ン鉱石、TSP；135 kg P2O5 ha-1重過リン酸石灰とした。また窒素及びカリ施肥量

はそれぞれ 30 kg N ha-1、20 kg K2O ha-1.とした。エラーバーは標準誤差 (n=5).
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件では、幼苗浸漬の効果は判然としなかった。

しかしながら、幼苗浸漬技術により、稲作における施肥量を40~60%程度削減するこ

とが出来るとの報告もあり（Ru-Lun et al., 1982; Datta et al., 1990）、本技術の有効性

を裏付けるために、より多くの圃場試験が実施される必要がある。
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