
プライミング処理無処理

■おもな研究内容

■共同研究・特許などアピールポイント

1.誰もが使える簡易な技術です。
2.直販栽培だけでなく移植栽培にも利用できます。
3.生育が揃うで雑草防除にも効果があり、除草作

業の手間もかかりません。
4.処理は水のみ、環境に優しい技術です。

研究分野 熱帯農業、持続的作物生産技術、植物嫌気応答

キーワード アフリカ、イネ、光合成、冠水、乾燥、GXE、発芽、不耕起

稲作アグリ・バイオ

農学部・農業生産科学科・応用植物科学 教授 坂上 潤一

http://ace1.agri.kagoshima-u.ac.jp/agri0004/

世界的な農業環境の悪化や農業人口の高齢化などを背景に、いま低コスト・低投入の持続的農業生産
の開発が求められています。中でも水稲直播栽培は、苗づくりの手間が省けるため作業時間やコスト
の削減が可能です。一方で播種後の発芽や苗立ちが不安定なため、一般的な移植栽培に比べ収穫の確
実性に欠ける短所があります。本研究はイネ種子の発芽と苗立ちを安定させて、均一に生育させるプ
ライミング処理(*)の技術を開発し、持続可能な農業の発展に貢献することを目的としています。

研究の背景および目的

熱帯農業の専門家として、アフリカでの稲作
指導のため開発した技術。特に省力・低コス
トの水稲直播栽培に、大きな効果が期待でき
ます。農業関連の団体・機関、農家の方との
実用化に向けた共同研究を希望しています。

コーディネーターから一言

イネの品種に最適な吸水方法をアドバイスできます。すでにトマトやレタスでは実用化、稲作に応用
できると大きなコスト削減効果が期待できます。直播だけでなく、移植栽培にも活用できる技術です。
１.特別な施設は不要。種もみへの簡易な作業（吸水と乾燥）で、プライミング処理を施せます。
２.乾燥から湿潤土壌のいずれにおいても高速発芽と出芽が得られます。
３.乾燥種子は芽出しと異なり、長期保存が効くために、冬場の閑散期に播種作業(移植)が可能です。

期待される効果・応用分野

研究テーマ ●作業とコストを低減できる、イネの種子処理技術の開発
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※含水率5～15％が効果が大きい

プライミング：先に学習したことが、後続の経験を促進することをプライング効果という。作物のプライミング処理とは発芽
前に吸水、その後乾燥させてから発芽させること。吸水を促進するため、発芽を速め、生育を安定させる効果がある。
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						3%		反復 ハンプク		3		6		12		18		24		36		48		60		72		84		96		108		120		132		168										3%		T50				出芽 シュツガ

						ハードニング（H)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		7		7		8		8		8		8		8						ハードニング（H)		1		76.8		76.8				mean		emergence

								2		0		0		0		0		0		0		0		0		3		6		6		7		7		7		7		7								2		74				3%		ハードニング		75.8		ab

								3		0		0		0		0		0		0		0		1		2		6		6		7		7		7		7		7								3		76.5						浸種 シンシュ		72.0		a

						浸種（S) シンシュ		1		0		0		0		0		0		0		0		1		4		7		8		8		8		8		8		8						浸種（S) シンシュ		1		72						対照 タイショウ		80.3		b

								2		0		0		0		0		0		0		0		1		3		7		8		8		8		8		8		8								2		75								*		6.767533473

								3		0		0		0		0		0		0		0		1		3		5		5		5		5		5		5		5								3		69				6%		ハードニング		68.9		a

						対照（C) タイショウ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		4		4		7		7		7		8		8						対照（C) タイショウ		1		84						浸種 シンシュ		68.7		a

								2		0		0		0		0		0		0		0		0		2		6		6		8		8		8		8		8								2		78						対照 タイショウ		86.2		b

								3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		7		7		7		7		8		8								3		78.8571428571								**		10.7817335236

																																																						8%		ハードニング		58.4		b

						6%		反復 ハンプク		3		6		12		18		24		36		48		60		72		84		96		108		120		132		168										6%		T50						浸種 シンシュ		61.0		b

						ハードニング（H)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		5		7		7		8		8		8		8		8						ハードニング（H)		1		69.6						対照 タイショウ		82.7		a
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						浸種（S) シンシュ		1		0		0		0		0		0		0		0		1		4		4		6		6		6		6		6		6						浸種（S) シンシュ		1		68						浸種 シンシュ		64.9		ab

								2		0		0		0		0		0		0		0		1		5		7		7		8		8		8		8		8								2		69						対照 タイショウ		84.0		a

								3		0		0		0		0		0		0		0		2		4		6		7		7		7		7		7		7								3		69								*		20.6246660012

						対照（C) タイショウ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		3		6		7		7		7		7		7						対照（C) タイショウ		1		86				15%		ハードニング		69.6666666667		a

								2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		5		5		7		7		7		7		7								2		79.5						浸種 シンシュ		61.5		a

								3		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		5		8		8		8		8		8								3		93						対照 タイショウ		73		a

																																																										ns		13.3018116334

						8%		反復 ハンプク		3		6		12		18		24		36		48		60		72		84		96		108		120		132		168										8%						20%		ハードニング		83		a

						ハードニング（H)		1		0		0		0		0		0		0		0		6		8		8		8		8		8		8		8		8						ハードニング（H)		1		56						浸種 シンシュ		79.5		a

								2		0		0		0		0		0		0		0		5		5		7		7		7		8		8		8		8								2		57.6						対照 タイショウ		89.8333333333		a

								3		0		0		0		0		0		0		0		1		7		8		8		8		8		8		8		8								3		61.7142857143								ns		33.1186121628
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																																																								浸種 シンシュ		7.8
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								3		0		0		0		0		0		0		0		1		3		5		6		6		6		8				8								3		78
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								3		0		0		0		0		0		0		0		60		72		336		0		108		0		0		0		82.2857142857								3		17.7185428086		15.5115944485

						浸種（S) シンシュ		1		0		0		0		0		0		0		0		60		216		252		96		0		0		0		0		78						（S)		1		14.2433861503

								2		0		0		0		0		0		0		0		60		144		336		96		0		0		0		0		79.5								2		13.8283076425

								3		0		0		0		0		0		0		0		60		144		168		0		0		0		0		0		74.4								3		13.494516557		13.8554034499

						対照（C) タイショウ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		72		252		0		324		0		0		168		102						（C)		1		29.4956786131

								2		0		0		0		0		0		0		0		0		144		336		0		216		0		0		0		87								2		16.0684792417

								3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		588		0		0		0		0		168		94.5								3		31.4269680527		25.6637086358

																																																0%

						ハードニング（H)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		360		168		0		108		0		0		0		79.5						（H)		1		16.0099648571

								2		0		0		0		0		0		0		0		120		72		252		0		108		0		0		0		78.8571428571								2		21.2628996393

								3		0		0		0		0		0		0		0		120		216		252		0		0		0		0		0		73.5								3		13.6248646595		16.9659097186
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								3		0		0		0		0		0		0		0		120		144		168		96		0		0		0		0		75.4285714286								3		17.7020021902		18.3107878107
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								2		0		0		0		0		0		0		0		0		72		336		0		216		0		0		0		89.1428571429								2		15.2639498715
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						浸種（S) シンシュ		1		0		0		0		0		0		0		0		180		288		84		0		0		0		0		0		69						（S)		1		12.297509238

								2		0		0		0		0		0		0		0		180		216		0		96		0		0		0		168		82.5								2		44.2809533945

								3		0		0		0		0		0		0		0		360		72		84		0		0		0		0		0		64.5								3		13.8423034259		23.4735886862

						対照（C) タイショウ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		216		168		96		0		120		0		0		85.7142857143						（C)		1		20.4939015319

								2		0		0		0		0		0		0		0		60		144		252		0		108		0		0		0		80.5714285714								2		18.6701369945

								3		0		0		0		0		0		0		0		60		0		168		0		216		240		0		0		97.7142857143								3		22.8968092988		20.686949275

																																																0%

						ハードニング（H)		1		0		0		0		0		0		0		0		180		288		0		96		0		0		0		0		70.5						（H)		1		16.8686163228

								2		0		0		0		0		0		0		0		60		288		84		192		0		0		0		0		78								2		16.4468456561

								3		0		0		0		0		0		0		0		60		216		252		0		0		0		0		0		75.4285714286								3		12.026142323		15.1138681007

						浸種（S) シンシュ		1		0		0		0		0		0		0		0		180		72		168		96		0		0		0		0		73.7142857143						（S)		1		19.778838484

								2		0		0		0		0		0		0		0		180		216		168		0		0		0		0		0		70.5								2		14.2046461344

								3		0		0		0		0		0		0		0		120		360		84		0		0		0		0		0		70.5								3		10.9084245866		14.963969735

						対照（C) タイショウ		1		0		0		0		0		0		0		0		60		72		168		96		0		120		0		0		86						（C)		1		24.033508247

								2		0		0		0		0		0		0		0		0		144		168		96		0		120		0		0		88								2		20.5301632557

								3		0		0		0		0		0		0		0		0		72		84		96		216		120		0		0		98								3		18.024001768		20.8625577569

																																																0%

						ハードニング（H)		1		0		0		0		0		0		0		0		180		0		252		96		0		0		0		0		75.4285714286						（H)		1		19.9431008804

								2		0		0		0		0		0		0		0		120		144		252		0		0		0		0		0		73.7142857143								2		14.6468555253

								3		0		0		0		0		0		0		0		120		216		84		96		0		0		0		0		73.7142857143								3		17.4030576129		17.3310046729

						浸種（S) シンシュ		1		0		0		0		0		0		0		48		240		72		84		0		0		0		0		0		63.4285714286						（S)		1		17.9954814013

								2		0		0		0		0		0		0		48		120		72		0		288		0		0		0		0		75.4285714286								2		27.1144396487

								3		0		0		0		0		0		0		0		180		144		84		96		0		0		0		0		72								3		19.245008973		21.451643341

						対照（C) タイショウ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		216		168		96		0		0		0		0		68.5714285714						（C)		1		21.164041832

								2		0		0		0		0		0		0		0		60		144		168		288		0		0		0		0		82.5								2		16.3780600212

								3		0		0		0		0		0		0		0		180		72		168		96		0		0		0		0		73.7142857143								3		19.778838484		19.1069801124

																																																0%

						ハードニング（H)		1		0		0		0		0		0		0		0		60		216		252		0		0		0		132		0		82.5						（H)		1		26.2941313971

								2		0		0		0		0		0		0		0		0		72		84		0		432		0		0		0		98								2		16.2754302346

								3		0		0		0		0		0		0		0		60		144		168		96		0		0		264		0		91.5								3		29.6897873382		24.0864496566

						浸種（S) シンシュ		1		0		0		0		0		0		0		0		120		0		0		192		216		0		132		0		94.2857142857						（S)		1		27.9117065204

								2		0		0		0		0		0		0		0		180		72		168		96		0		0		0		0		73.7142857143								2		19.778838484

								3		0		0		0		0		0		0		0		0		72		336		0		108		0		132		0		92.5714285714								3		22.0932471212		23.2612640419

						対照（C) タイショウ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		432		0		132		0		112.8						（C)		1		9.515182883

								2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		252		192		0		0		0		0		88.8								2		7.4016561825

								3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		252		96		216		0		0		0		94								3		12.5513882585		9.8227424413

								発芽数×（平均発芽時間-時間）＾2 ハツガスウヘイキンハツガジカンジカン

						ハードニング（H)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		288		0		0		576		0		0		0		11.1098411973

								2		0		0		0		0		0		0		0		0		317		9		0		661		0		0		0		12.8285396118										6		8		11		15										3		6		8		11		15		20

								3		0		0		0		0		0		0		0		497		106		12		0		661		0		0		0		14.5798295111						プライミング				13		11		11		13								プライミング		13		13		11		11		13		22

						浸種（S) シンシュ		1		0		0		0		0		0		0		0		324		108		108		324		0		0		0		0		11.1098411973						無処理 ムショリ				13		18		19		14								無処理 ムショリ		25		13		18		19		14		10

								2		0		0		0		0		0		0		0		380		113		81		272		0		0		0		0		10.9935045758

								3		0		0		0		0		0		0		0		207		12		184		0		0		0		0		0		10.0399203184										2		5		1		1										1		2		5		1		1		3

						対照（C) タイショウ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		900		972		0		108		0		0		4356		30.0855921853										1		2		1		0										5		1		2		1		0		2

								2		0		0		0		0		0		0		0		0		450		36		0		882		0		0		0		13.9795769403

								3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		772		0		0		0		0		5402		29.6984848098

						ハードニング（H)		1		0		0		0		0		0		0		0		0		281		41		0		812		0		0		0		12.7279220614

								2		0		0		0		0		0		0		0		711		47		79		0		849		0		0		0		16.7673151441

								3		0		0		0		0		0		0		0		365		7		331		0		0		0		0		0		10.0142755248

						浸種（S) シンシュ		1		0		0		0		0		0		0		0		324		108		0		648		0		0		0		0		14.6969384567

								2		0		0		0		0		0		0		0		324		144		72		0		900		0		0		0		14.342743312

								3		0		0		0		0		0		0		0		476		24		147		423		0		0		0		0		13.3523673663

						対照（C) タイショウ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		588		26		141		356		0		0		0		13.6067210283

								2		0		0		0		0		0		0		0		0		294		106		0		711		0		0		0		13.6067210283

								3		0		0		0		0		0		0		0		0		650		0		9		331		0		0		0		11.8923745076

						ハードニング（H)		1		0		0		0		0		0		0		0		54		162		0		0		0		0		0		0		5.5549205986

								2		0		0		0		0		0		0		0		911		0		221		0		0		2162		0		0		21.6926584026

								3		0		0		0		0		0		0		0		144		0		144		0		0		0		0		0		6.4142698059

						浸種（S) シンシュ		1		0		0		0		0		0		0		0		243		36		225		0		0		0		0		0		8.4852813742

								2		0		0		0		0		0		0		0		1519		331		0		182		0		0		0		7310		36.5317865505

								3		0		0		0		0		0		0		0		122		56		380		0		0		0		0		0		8.9282857097

						対照（C) タイショウ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		564		6		106		0		1176		0		0		17.5662013131

								2		0		0		0		0		0		0		0		423		147		35		0		752		0		0		0		15.0427960927

								3		0		0		0		0		0		0		0		1422		0		376		0		212		993		0		0		22.3734536577

						ハードニング（H)		1		0		0		0		0		0		0		0		331		9		0		650		0		0		0		0		11.8923745076

								2		0		0		0		0		0		0		0		324		144		36		648		0		0		0		0		12.8285396118

								3		0		0		0		0		0		0		0		238		35		220		0		0		0		0		0		9.0711473522

						浸種（S) シンシュ		1		0		0		0		0		0		0		0		564		3		212		497		0		0		0		0		14.5798295111

								2		0		0		0		0		0		0		0		331		7		365		0		0		0		0		0		10.0142755248

								3		0		0		0		0		0		0		0		221		11		182		0		0		0		0		0		7.6904393335

						対照（C) タイショウ		1		0		0		0		0		0		0		0		676		196		8		100		0		1156		0		0		20.6688170924

								2		0		0		0		0		0		0		0		0		512		32		64		0		1024		0		0		18.066543665

								3		0		0		0		0		0		0		0		0		676		196		4		200		484		0		0		17.6635217327

						ハードニング（H)		1		0		0		0		0		0		0		0		714		0		220		423		0		0		0		0		15.0427960927

								2		0		0		0		0		0		0		0		376		6		317		0		0		0		0		0		10.7968249301

								3		0		0		0		0		0		0		0		376		9		106		497		0		0		0		0		12.8285396118

						浸種（S) シンシュ		1		0		0		0		0		0		0		238.0408163265		47		73		423		0		0		0		0		0		11.4142767745

								2		0		0		0		0		0		0		752.3265306122		476		12		0		1270		0		0		0		0		20.4520344779

								3		0		0		0		0		0		0		0		432		0		144		576		0		0		0		0		13.8564064606

						対照（C) タイショウ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		35		476		752		0		0		0		0		14.5124858277

								2		0		0		0		0		0		0		0		506		221		5		547		0		0		0		0		13.5118995175

								3		0		0		0		0		0		0		0		564		3		212		497		0		0		0		0		14.5798295111

						ハードニング（H)		1		0		0		0		0		0		0		0		506		331		7		0		0		0		2450		0		21.6926584026

								2		0		0		0		0		0		0		0		0		676		196		0		400		0		0		0		15.9499216299

								3		0		0		0		0		0		0		0		992		761		113		20		0		0		3281		0		27.1661554144

						浸種（S) シンシュ		1		0		0		0		0		0		0		0		2351		0		0		6		376		0		1422		0		26.3167518621

								2		0		0		0		0		0		0		0		564		3		212		497		0		0		0		0		14.5798295111

								3		0		0		0		0		0		0		0		0		423		294		0		238		0		1555		0		20.4520344779

						対照（C) タイショウ		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		92		0		369		0		10.733126292

								2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		69		104		0		0		0		0		6.5726706901

								3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		300		4		392		0		0		0		11.798304963





出芽

						NaN		NaN		NaN		NaN

						0.5714488403		0.5714488403		1.9619168363		1.9619168363

						2.1501393927		2.1501393927		5.2418943809		5.2418943809

						0.941808363		0.941808363		1.1292505961		1.1292505961



土壌含水率（%）

出芽斉一性値
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