トルコギキョウのゲル被覆種子を用いた冷蔵処理の実証
1．目的･背景
県内のトルコギキョウの冬春出し栽培では、定植後の高温によるロゼット回避のため、育苗ト
レイに播種してトレイごと冷蔵処理する「種子冷蔵処理」と冷房育苗を組み合わせた育苗方法が
普及している。しかし、個人農家や冷蔵庫を整備していない生産者組織では、従来の冷房育苗の
みで育苗している。近年の温暖化にともなう定植時期の高温により、冷房育苗のみでは定植後に
ロゼットしてしまう場合があり、出荷の大幅な遅れにつながっている。また、これまでの種子冷
蔵処理は大型冷蔵庫を必要とするため、イニシャルコスト及びランニングコストともに負担が大
きいことも導入の障害となっている。一方、ゲルで皮膜加工された種子(以下、ゲル被覆種子)を
用いた種子冷蔵処理は、ブラスチック製の小容器内で種子冷蔵処理した後に播種することから、
慣行の種子冷蔵処理に比べて処理に係るコスト低減や省力化を図ることが期待できる。そのため、
家庭用等の小型冷蔵庫の利用が想定されるが、小型冷蔵庫には大型冷蔵庫のように種子冷蔵処理
時の 10℃設定ができないため、実際に小型冷蔵庫の冷蔵室で種子冷蔵処理を実証した事例は認め
られない。
そこで、家庭用等の小型冷蔵庫および大型冷蔵庫を用いてゲル被覆種子による種子冷蔵処理を
実証し、種子冷蔵にかかるコスト及び作業性、定植後のロゼットの発生について検討した。
2．方法
(1) 試験区
試験区の概要は表 1 のとおり。供試種子数は各品種とも 400 粒とした。
表 1 種子冷蔵処理を実施する試験区

品種

冷蔵庫の種類
家庭用冷蔵庫

大型冷蔵庫

スプリングモンロー

試験区1

試験区2

スプリングブルー

試験区3

試験区4

(2) 処理方法等
1) 実証ほ場；安芸郡芸西村和食地区
2) ゲル被覆種子；タネまる(アグリテクノ矢崎株式会社)
3) 種子冷蔵処理
期間；令和元年 7 月 12 日～8 月 2 日(21 日間)
冷蔵庫の種類；家庭用冷蔵庫(Panasonic NR-B265B-S)、大型冷蔵庫
冷蔵庫の設定温度；家庭用冷蔵庫：弱設定、大型冷蔵庫：10℃設定
4) 播種日；令和元年 8 月 2 日
5) 育苗期間；8 月 2 日～10 月 2 日
6) 定植日；10 月 2 日
(3) 調査項目
1) 種子冷蔵処理期間中の冷蔵庫内温度；おんどとり(TR-72Ui、T&D 社)を用いて 15 分毎に測定
2) 発芽率；播種した種子数に対して播種後 2 週間時点の個体数から算定

3) ロゼット発生株数；定植した苗数に対して定植後 1 ヶ月時点のロゼット発生株数から算定
4) 作業時間；タネまるのマニュアル作業に沿って実施し、各作業の時間を測定。
5) 消費電力量；種子冷蔵処理期間中の家庭用冷蔵庫にワットモニター((株)サンワサプライ)
を設置して測定。なお、大型冷蔵庫はワットモニターが設置できないため、推
定値から試算。
3．結果および考察

1)について、家庭用冷蔵庫では 6.5～7.5℃で推移し、処理期間中の平均温度は 6.9℃であ
った。一方、大型冷蔵庫では 3.8～9.2℃で推移し、処理期間中の平均温度は 6.1℃であった(図
1)。これらの結果から、両冷蔵庫とも目標の 10℃に管理することができていなかった。大型
冷蔵庫は、10℃設定にしていたが冷気の当たりやすい場所に温度計を設置してしまったため、
設定温度よりも低い温度になったと考えられる。
2)について、試験区 1 が 54％、試験区 2 が 50％、試験区 3 が 76％、試験区 4 が 84%であっ
た(表 2)。これらの結果から、
‘スプリングモンロー’の発芽率が低かった要因については不
明であるが、同一品種で比較すると冷蔵庫による発芽率は同等程度であるため、冷蔵庫によ
る発芽率への影響はないと考えられる。
3)について、両品種とも処理区によらずロゼット株の発生はなかった。この結果から、両
冷蔵庫とも種子冷蔵処理が十分にできており、家庭用冷蔵庫でも種子冷蔵処理が可能である
と考えられる。
4)について、ゲル被覆種子に係る作業時間は、乾燥貯蔵されていたゲル被覆種子の復元作
業の水交換 3 回分で合計 3.7 分、プラスチック製の容器に入れて家庭用冷蔵庫に搬入する作
業で 1 分、
種子冷蔵処理期間中の水交換作業 2 回分(毎週 1 回で作業時間は 5 分)で合計 10 分、
種子冷蔵処理後の冷蔵庫からの搬出作業で 1 分、播種作業時に行うゲルの溶解剤の作成作業
で 1 分、溶解剤へのゲル被覆種子の浸漬処理作業で 10 分、播種板を使った播種作業で 1 枚あ
たり 2.7 分であった。これを 10a あたりに必要な育苗トレイ枚数 75 枚分(30,000 株)で試算
した場合、一連の総作業時間は 229.2 分となる。慣行の種子冷蔵処理の場合、10a あたりの
育苗トレイ 75 枚の播種作業が 300 分、冷蔵庫への搬入および搬出作業がそれぞれ約 25 分要
することから、合計で 350 分となる。以上の結果から、ゲル被覆種子を利用することで慣行
に比べて 120.8 分の労働時間短縮になると考えられる。
5)について、イニシャルコストは、ゲル被覆種子を用いた種子冷蔵処理をする場合、家庭
用冷蔵庫が 60,000 円/台、播種板が 68,000 円/台で合計 128,000 円となった。一方、大型冷
蔵庫による慣行の処理体系で試算した場合、大型冷蔵庫が 500,000 円/台、播種版が 68,000
円/台で合計 568,000 円となることから、ゲル被覆種子を用いた種子冷蔵処理をすることで
440,000 円のコスト低減になった。ランニングコストとして、ゲル被覆種子を用いた種子冷
蔵処理をする場合、ゲル被覆加工費用を 1.8 円/粒で試算すると 10a あたり 30,000 粒の加工
費用が 54,000 円となる。家庭用冷蔵庫の種子冷蔵処理期間中 21 日分の積算消費電力量が
20.5kwh であったことから、電気代 20 円/kwh で試算すると積算電気料金が 410 円となり、ゲ
ル被覆加工費用との合計 54,410 円になった。一方、大型冷蔵庫による慣行の処理体系で試算

した場合、大型冷蔵庫の 21 日分の積算電気料金が約 8,660 円になることから、毎年のランニ
ングコストとしては 45,750 円のコスト増加になった。
４．実証担当農家・管内農業者等の評価（実績書のみ、グループの場合は不要）
ゲル被覆種子を使用することで、家庭用冷蔵庫を利用でき、それに伴うイニシャルコスト
削減、作業性の改善につながる可能性があることがわかった。ただし、播種作業のタイミン
グが、これまでの 5 月中旬～6 月下旬ではなく、6 月下旬～8 月上旬に集中することから、定
植準備作業と重なるため、農作業全体で鑑みると繁忙となった。
５．今後に残された問題点及び普及上の課題
家庭用冷蔵庫内の温度調整では 10℃で管理することは不可能であり、種子冷蔵処理用とし
て使用できるかについては家庭用冷蔵庫の種類にもよる可能性があることから、他の冷蔵庫
やロゼット性の強い品種等でも検討する必要がある。ランニングコストである育苗費が、慣
行に比べて毎年 45,000 円/10a 以上かかることから、複数年で考慮すると経費的なメリット
がない可能性があり、ゲル被覆種子を本格的に導入する場合は、その点を踏まえて検討する
必要がある。播種作業と定植準備作業との兼ね合いについては、経営面積や作付計画等を勘
案することで解決できるものと考えられる。
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種子冷蔵処理期間中の冷蔵庫内の温度推移(令和元年 7 月 12 日～8 月 2 日)
表 2 種子冷蔵処理に用いた冷蔵庫の種類が
トルコギキョウの発芽率に及ぼす影響

品種

冷蔵庫の種類
家庭用冷蔵庫

大型冷蔵庫

スプリングモンロー

54

50

スプリングブルー

76

84

復元前のゲル被覆種子

復元中の水替え作業

水替え 3 回目の状態

水道水で復元中

水替え 1 回目の状態

種子冷蔵処理用に容器を
アルミホイルで被覆した状態

ゲル溶解剤の作成作業

ゲル溶解剤にゲル被覆種子を浸漬処理中

浸漬処理後にザルにあげた状態

播種版を使った播種作業

冷蔵庫の違いによる影響確認用のトレイ（左：スプリングモンロー 右：スプリングブルー）

育苗時の様子（左：スプリングモンロー 右：スプリングブルー）

ほ場の様子（左：スプリングモンロー 右：スプリングブルー）

