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略号一覧

CTAB;セ チ ル ト リ メ チ ル ア ン モ ニ ウ ム ブ ロ マ イ ド(Cetyl trimethyl ammonium bromide)

DNA;デ オ キ シ リ ボ 核 酸(Deoxyribonucleic acid)

EMS;エ チ ル メ タ ン ス ル ホ ン 酸(Ethyl methanesulfonate)

IBDU;イ ソ ブ チ ル ア ル デ ヒ ド縮 合 尿 素(Isobutylenediurea)

LAI;葉 面 積 指 数(Leaf Area Index)

LAR;葉 面 積 比(Leaf Area Ratio)

LRR;ロ イ シ ン に 富 む 反 復 配 列(Leucine-Rich Repeat)

NAR;純 同 化 率(Net Assimilation Rate)

RGR;相 対 生 長 率(Relative Grouth Rate)

SSR;単 純 反 復 配 列(Simple Sequence Repeat)

USDA;ア メ リ カ 合 衆 国 農 務 省(United States Department of Agriculture)



緒言

ダイズ の国内生産量は2003年 現在232,200t,作 付 け面積 は151,900ha(う ち129,000haが 水

田転換畑)で,1970年 以降では比較的高い水準 にある。 しか し,ダ イズの輸入量は517万t

であ り,自 給率は4%に 過 ぎない。 ダイズの用途 の75%は 製油用であ り,こ の用途 にはほと

ん ど輸入 ダイズが使用 されている。一方,国 産 ダイズは豆腐 ・油揚げ用(国 産 ダイズの48%),

味噌用(14%),納 豆用(13%)が 主な用途になってい る。製油用 を除いた食用 自給率は22

%に 上昇するが,そ れで も低い水準にあ り,食 料 の安全保障の観点か ら自給率を引き上げるこ

とが望まれてい る。

一方,10a当 た り子実収量(単 収)を5年 の移動平均でみてみ ると,1988年 までは上昇 を続

けて175kgに 達 したが,そ れ以降1994年 にかけて148kgま で一旦減少 し,そ の後 は上昇傾向

を続けて,2003年 現在 では177kgに 回復 している。 しか し,ダ イズの2大 生産国であるアメ

リカ合衆国 とブラジル の単収 は最近5カ 年の平均でそれぞれ250kg,257kgで あ り,日 本の単

収はこれ より約30%低 い。また,年 次による変動 も大きく,最 近 では2000年 に過去最高の192kg

を記録 したが,冷 害年であった2003年 には153kgと なってい る。

こうした中,2000年3月 に農林水産省 が策定 した 「食料 ・農業 ・農村基本計画」では,2010

年にお けるダイズの生産 目標 として,作 付面積113,000ha,生 産量250,000t,単 収221kgが 掲

げられている。関係者の努力 により作付面積では既に 目標が達成 されているが,単 収について

は目標 との間にまだ隔た りがあ り,生 産量 も単収の変動のために安定的には達成 され ていない。

一方
,品 質面では,国 産ダイズは消費者及び豆腐,味 噌,納 豆等の製造業者か ら高い評価 を

受けてい る。特に,食 品に安全 ・安心を求める傾 向が強 まってい る近年,国 産 ダイズは消費者

に高い需要がある。 しか し,食 品製造業者か らは,品 質 の一層の向上 と均一化が強 く求められ

ている。国産 ダイズの大部分は食品製造業者 による加 工を経 て消費 され るので,食 品製造業者

の要望 に応 える 「売れ るダイズ作 り」の重要性が高まってい る。

以上の よ うに,国 産 ダイズは消費者 の需要は高いが,高 品質 ダイズの安定生産は達成 されて

いない。単収 の低 さと不安定性はダイズの作付けを減少 させ る原因 とな り,生 産量の不安定性

に起因す る供給量 と価格の不安定性 は,食 品製造業者に国産ダイズの使 用を躊躇 させ る原因 と

なる。国産ダイズの生産を発展 させて 自給率 向上を達成す るためには,高 品質 ダイズの安定多

収化のた めの品種及び栽培技術の開発が極 めて重要である。



では,ダ イズの安定多収化 のために何 をすべきなのか,ま ず,ダ イズの作物 としての特徴 を

考えてみたい。ダイズの子実 中のタンパ ク質含有率は品種,栽 培条件等 で変動す るが,30～53

%(平 均40%)と 全作物中で最 も高い(平1987)。Sinclair and de Wit(1975)は 主要な24種 類

の作物を光合成量当た りの子実生産 量(子 実生産効率)と 光合成量当た りの窒素要求量で4群

に分類 した。第1群 は子実生産効率が高 く,窒 素要求量が少ないイネ,ト ウモ ロコシな どの穀

類で,こ の群が最 も収量が高い。第2群 は脂質が多いため子実生産効率は低いが,窒 素要求量

は少ないナ タネ,ヒ マ ワリな どの油料作物,第3群 は脂質が少な く子実生産効率は高いが,窒

素要求量が多いエン ドウ,キ マメな どのマメ科作物,そ して第4群 は脂 質が多いた め子実生産

効率が低 く,か つ窒素要求量 も高い群で,こ れに属する唯一の作物がダイズである。 ダイズの

子実生産効率 は24種 類の作物中,下 か ら6番 目と低 く,か っ窒素要求量は最 も高い。 そのた

め,ダ イズの多収化のためには,光 合成量増大のための草型 の改良などが求め られ る一方,タ

ンパ ク質の構成元素である窒素をいかに多量 に集積するかが大きな鍵になる(桑 原1986)。

ダイズ子実100kgを 生産す るのには約7～9kgの 窒素 を要す るので,収 量400kg/10aの ため

には28～36kgの 窒素が必要 となる(星1982)。 しか も,ダ イズは生育前期の乾物生産量 ・窒

素集積 量が小 さいため,開 花期以降に全集積 量の7～8割 の窒素 を集積 させ る必要がある(平

井1961,Hanway and Weber 1971,石 井1984)。

ダイズ に集積 され る窒素は肥料窒素,土 壌窒素,根 粒菌に よる固定窒素の3種 に分け られ る。

この うち固定窒素が全集積窒素に占める割合は,土 壌,気 象等 の条件 により大き く変動す るが,

わが国の場合には概 ね2～8割 に分布 し,平 均する と5割 程度 といわれ る(Yoneyama et al.

1986)。 多 くの作物では多肥栽培 が近年の収量 向上に貢献 してきたが,ダ イズの場合,窒 素肥

料の多用 は根粒着生 と窒素固定の阻害を生 じ,必 ず しも窒素集積量 と収量の増加 に結びつかな

い(桑 原1986)。 したがって,ダ イズの特徴 である根粒菌の窒素固定機能を最大限活用す るこ

とは,環 境 との調和 を図 りなが ら,ダ イズの生産性 を向上 させ る有用な手段 と考え られ る。

ダイズにおける窒素固定の活用 について,根 粒 菌の側 か らはエネル ギー利用効率が高 く,窒

素固定能力の高い根粒菌の選抜 とその接種が行われている(赤 尾1989,横 山 ・蒲生1989)。 例

えば,有 馬 ら(1981)は ニ トロゲナーゼの作用 によって消費 されたエネル ギーの一部 を回収す る

系(水 素回収系)を 持つ,エ ネル ギー効率の高い根粒菌を選抜 した。南沢 ら(1985)は 水素

回収系を持つ根粒菌を接種 した結果,水 素回収系 を持たない菌を接種 した場合 に比べて,窒 素

固定量や ダイズの乾物重が大 きくなるこ とを明 らかに した。 また,十 勝農業協 同組合連合会農

産化学研 究所では,水 素回収系を持つ根粒菌の接種効果試験 などを経て優良菌株を選抜 し,根



粒菌資材 として製品化 している(松 代1997)。

施肥技術の面か らは,窒 素の基肥多量施用による根粒着生,窒 素固定 阻害 を抑 えつつ,窒 素

要求量の高い生育後期 に窒素を供給できるよ うに,窒 素追肥,緩 効性窒素施肥,局 所施肥,深

層施肥等が試み られ てい る。

窒素追肥 について,星 ら(1978)は 窒素追肥 の時期,窒 素の形態,施 肥位 置等 を検討 し,開

花期以降アンモニア態窒素を畦間施用す ることが,ダ イズの収量 向上 に効果的な ことを報告 し

てい る。渡辺 ら(1983)は 開花期10日 後に12 g m-2の 硫安追肥 を12品 種 に実施 した結果,ダ

イズの増収率には品種間差が あ り,0.1～13.2%で あった と報告 してい る。また,渡 辺(1982)

は全国34都 府県で行われた追肥試験 のデー タを総括 した結果,102試 験例の増収効果 は-17%

～+32%(平 均3 .2%)で あ り,追 肥量が5 g m-2以 上で,か つ圃場肥沃度の指標 となる無追肥

区の収量が400 g m-2以 下の場合 には,追 肥 による増収効果が比較的現れやすい と述べてい る。

緩効性 窒素施肥 について,酒 井(1990)は 本葉7葉 期頃の中耕培土時に被覆尿素 を6 g m-2

程度施肥す ることによ り,ダ イズが10～16%増 収 したことを報告 している。また,岡 ・高橋

(1989)は 標準施肥 に加 えて,緩 効性窒素IBDUを10～12 g m-2基 肥 に使用する ことでダイ

ズ収量が3カ 年平均で11%増 加 した と報告 している。

局所施肥 について田中ら(1981)は,根 箱 内の窒素肥料濃度 の高い部分では根粒着生が抑制

され るが,窒 素肥料濃度 の低い部分 では同一個体 でも窒素固定活性が高いこ とか ら,窒 素施肥

部位 を限ることで,窒 素 固定 との共存が可能になると推 論 している。

深層施肥 について,高 橋(1996)は 基肥 として100日 溶出型 の被覆尿素を播種位置か ら20cm

下に条施す ると,窒 素固定活性は阻害 されず,施 肥窒素 も生育後半に吸収 され,ダ イズ収量が10

～23%増 加 することを明らかに した。

こうした 中,ダ イ ズ側か ら窒素 固定の活用 を図る試み として注 目され たのが,1980年 代半

ばか ら各国で作 出 され た根粒超着生系統(ス ーパー ノジュ レーシ ョン系統)の ダイズであ る

(Carroll et al.1985a,1985b,Gremaud and Harper 1989,Akao and Kouchi 1992)。 これ らの系統

は原品種 に比べて,根 粒数が5～10倍 以上に達する。また,通 常のダイズは無機 態窒素の存

在 下で根粒着生,窒 素固定能が低下す るが,根 粒超着生系統は こうした条件下でも根粒数が減

少 しにくい性 質(硝 酸態窒素耐性)を 持 っている。これ らの特徴か ら,根 粒超着生系統は通常

の品種が持つ根粒着生に関する自己調整機構 を欠いてい ると考え られてお り,根 粒着生の制御

機構 を解 明するための材料 として有用である。

また,研 究材料 としての有用性 だけでなく,多 量の根粒 に基づ く高い窒素固定能力や硝酸態



窒素耐性 を,実 際の農業にお けるダイズの多収化や土壌窒素の保存に活かす ことにも期待が持

たれ,そ のための研究が行われてきた。

しか し,根 粒数 が通常品種の2倍 程度の中間的根粒超着生系統の中には収量が通常品種に近

いものがあるものの,通 常品種の数倍以上の根粒 を着生す る根粒超着生系統 は総 じて生育 ・収

量が通常品種 より劣 った。例 えば,品 種Braggか ら作出 した根粒超着生系統 について,Hussain et 

al.(1992),Song et al.(1995),Zhao et al.(1998)は,そ れぞれ圃場試験を行 った結果,子 実

収量は原品種>中 間的根粒超着生系統>根 粒超着生系統 の順であったと報告 している。 また,

品種Williamsか ら作 出した根粒超着生系統 について,Wu and Harper(1991),Pracht et al.(1994)

は,根 粒超着生系統の収量はWilliamsま たはWilliams82よ り10～41%劣 った と述べてい る。

一方
,根 粒超着生系統 は,必 要な窒素の多 くの部分を窒素固定に依存 し,土 壌 か らの窒素吸

収が少ないこ とか ら,土 壌 中に窒素を残す こ とに より,後 作物の生育 ・収量 を改善する効果が

想定 された(Hansen et al.1989)。 この窒素の保存効果について,Song et al.(1995)は 中間的

根粒超着生系統は後作のオオムギの収量やエ ンバ クの乾物重を増加 させたが,根 粒超着生系統

でこの効果が確認 されたのはエ ンバ クの乾物重の場合のみであった とし,Zhao et al.(1998)

は根 粒超着 生系統 は後 作のオオ ム ギの収 量 を増加 させ る効 果 があ った とし,Maloney and 

Oplinger(1997)は 中間的根粒超 着生系統 には後 作のコムギの収量に対す る効果はなかった と

している。このように,根 粒超着生系統の栽培に よって後作に増収効果 が認 められ ることがあ

るが,効 果がない場合 もあるとい うのが諸外国でのこれ までの研究結果であった。

根粒 超 着 生系 統 の生育 ・収 量が 劣 る原 因 と して は,光 合 成産 物 が多 量 の根 粒 の形 成 とその維

持 及び 窒 素 固定 に大 量 に消 費 され る こ とや,根 系 が小 さい た め に養 分 及 び水 の 吸収 量 が少 な い

こと等 が 考 え られ てい るが(Gremaud and Haper 1989,Hansen et al.1989,Ohyama et al.1993,

Takahashi et al.1995),根 粒超 着 生 以外 の好 ま し くない突 然変 異 が 生 じて,生 育収 量 を低下 さ

せ て い る とい う説 も あ る(Pracht et al.1994)。

我が国では関東 ・北陸か ら中国地方までの広い地域 に適応す る代表 的なダイズ品種 「エ ン レ

イ」か ら,Akao and Kouchi(1992)に よって,エ チル メタンスルホン酸(EMS)を 用いた人為突然

変異を利用 して根粒超着生系統 「En6500」 が作 出された。 しか し,こ の系統 も生育量が原品種

より顕著 に小 さく,栽 培条件によ り,へ こみ粒 ・しわ粒 が多発す る等の短所 を持 っている。著

者 らによる水耕実験 の結果,En6500の 根重当た りの硝酸態窒素吸収能はエン レイに比べて劣

っていない ことか ら,En6500の 生育量や硝酸態窒素吸収量の抑制 には多量の根粒に よる炭水

化物の消費 と根の吸収部位の減少が関与 していると考 えられた(Takahasi et al.1995)。 しか し,



同 じ実験 で根粒菌を接種 しない条件下でも,生 育抑制程度 は軽減 され るものの,En6500の 生

育量はエ ン レイ よ り明 らかに劣 るため,En6500で は根粒超着生以外の不利 な遺伝的変異が生

じてい る可能性 が示唆 された。 この ような欠点を持つこ とか ら,根 粒超着生 ダイ ズはこれまで

実用 品種 として利用 され ることはなかった。

本研究は,こ のよ うな背景のもとに根粒超着生ダイズ系統の実用性 を検討す る 目的で行った。

第1章 では,En6500を 元 に して,根 粒超着生形質を維持 しなが ら,劣 った形質を改良 し,農

業的実用性 を高めた ダイズ品種の開発 を図った。第2章 では,第1章 で作 出した根粒超着生 ダ

イズ品種 「作系4号 」の各種の生理生態的特性の解 明を図った。第3章 では,我 が国のダイズ

作付 け面積 の85%を 占める水 田転換畑への適応性 を検討す るとともに,省 力的でかつ土壌有

機物保存等の効果が想定 される次世代型 の栽培法,不 耕起狭畦栽培への適応性 と多収化栽培技

術 を明 らかに しよ うとした。



第1章 根粒超着生ダイズ品種作系4号 の開発

根 粒超 着 生 系統 は ダイ ズ と根 粒 菌 の共 生 的 窒素 固定 を い っそ う活 用す るた め に開発 され

た が,実 際 には根粒 数 が 原 品種 の数倍 以 上 あ る根粒 超 着 生系 統 は,生 育 や収 量 が原 品種 よ

り劣 り,農 業 的 に注 目され てい る もの は なか った(Herridge et al.1990,Wu and Haper 1991,

Hussain et al.1992,Pracht et al.1994,Song et al.1995,Zhao et al.1998,Herridge and Rose 

2000)。

わ が 国で は 品種 エ ン レイ か ら,EMSを 用 い た 人為 突 然変 異 を利 用 して根 粒 超 着 生 系 統

En6500が 作 出 され た(Akao and Kouchi 1992)。 しか し,こ の系 統 も生育 量 が顕 著 に小 さ く

(Takahashi et al.1995,大 矢 ・石 井1999),栽 培 条件 に よ って充 実 しないへ こみ 粒 が 多発 す

る等 の欠 点 を持 って い た。 ま た,En6500は 根 粒 が着 生 しな い根 粒 菌非 接 種 水耕 栽 培 で も

生育 量 が顕 著 に劣 る こ とか ら(Takahashi et al.1995),根 粒超 着 生 と直接 関係 しない劣 った

遺伝 的性 質 を持 って い る可能性 が示 され た。

そ こで,第1節 ではEn6500の 根粒超着生形質 を維持 しなが ら,そ れ以外の劣 った性質

を除去 し,生 育 ・収量等の農業的形質を改良 したダイズ系統の開発 を図った。 また,そ の

結果得 られた品種 「作系4号 」について,普 通畑での収量性 ・乾物生産等の基本的な特性

を明 らかにしようとした。

一方
,作 系4号 の特性を解明す るための実験(第1章 第1節 及び第2章)の 結果,生 育

ステージの進行 が遅い等,根 粒超着生形質以外 にもEn6500及 びエ ンレイ と異 なる点があ

った。そこで,作 系4号 の多収化に関わる遺伝 的要因を明 らかにす る一助 として,第2節

ではSSRマ ーカー分析によって作系4号 の遺伝子型 を調べた。

第1節 根粒超着生ダイズ品種作系4号 の開発及び基本特性の解明

エン レイか ら作出された従来 の根粒超着 生系統En6500に は,根 粒超着生以外 にもその

生育 ・収量を抑制す る遺伝的変異が生 じていると考 えられたので(Takahashi et al.1995),

エン レイ との戻 し交配 によ り,優 良な根粒超着生系統の育成 を図 った。また,そ の結果

開発 した品種 作系4号 について,基 本 的な乾物生産,収 量特性 を普通畑試 験で調べ た。

材料及び方法



1)根 粒超着生ダイズ系統 「En-b0-1」及び作系4号 の育成経過

ダイズ品種エン レイを母,エ ンレイ種子のEMS処 理 によ り作出され た根粒超着生の突

然変異系統En6500を 父 として1992年 に人工交配 し,F1種 子25粒 を得た。1994年 春期 にF2

世代244個 体 をポッ ト栽培 し,根 粒超着生の性質を示 した57個 体 の うちの41個 体の種子

(F3)を1994年 夏期に圃場で系統栽培 し,生 育 ・収量が優れた系統を選抜 して 「En-b0-1」

と命名 した。

このEn-b0-1(F5)約900個 体を1995年 に圃場で栽培 した結果,他 の個体 に比べて,生

育や着莢数 が特 に優れ,成 熟期がやや遅い個体を数個体認めた。それ らを個体 ごとに採種

して系統栽培 し,生 育 ・収 量が最 も優れ たものを選抜 して,こ れ に 「En-b0-1-2」の系統

名を付 した。遺伝 的固定 を図 った後,2002年 に作系4号 に改称 し,品 種登録 を出願 した

(出願番 号14688,品 種名は 「関東100号 」に変更予定)。

2)供 試系統

圃場における生育 と子実収量 に関す る試験 には,根 粒超着生品種作系4号 とエン レイ を

供す るとともに,年 次 ・圃場によってエン レイ由来の他の根粒超着生系統やエ ンレイ由来

の根粒非着生系統 「En1282」(Francisco and Akao 1993)を 用いた。

3)栽 培方法

耕 種概 要 を表1-1に 示 した 。試 験 は茨城 県つ くば市 に あ る農林 水 産省 農 業研 究 セ ン タ

ー(当 時)の 普 通 畑 圃場(淡 色 黒 ボ ク土)で1996年 か ら1998年 まで の3カ 年 実施 した。

栽植 様 式 は畦幅70cm× 株 間10cm,1株1本 立(裁 植 密度m2当 た り14.3個 体)と した 。施 肥

は化 成 肥料 でN-P2O5-K2Oそ れ ぞれm2当 た り3,10,10gを,基 肥 で作 土層(約18cm深)に

全 面 施用 した。播 種 は1996年6月18日,1997年6月17日,1998年6月16日 に行 った。

試 験 区の規 模 は,1996年 は1.8m22反 復,1997年 は15m23反 復,1998年 は22m23反 復

で,い ず れ も乱塊 法 で実 施 した 。

4)調 査方法

ダイズの開花始以降の生育段階はFehr et al.(1971)に よってR1か らR8ま で分 けられて

いる(表1-2)。1997,1998年 の開花期(生 育段階のR2)と 葉面積指数(LAI)が ほぼ最

大にな る時期(最 大繁茂期,R3～R4,以 下R3.5と 表記す る)及 び成熟期(R8)に 採取

調査 を行 った。採取 した植物体は主茎長,節 数 を調査 したのち,部 位別 に分解 し,葉 面積



表1-1 ダイズ圃場試験の耕種概 要(1996～1998年)



表1-2 Fehrら(1975)に よる ダイズ の 生殖 生長 期 の生 育 ステ ー ジ表 示



を自動葉 面積計(AAC-400,林 電工)で 測定 した。試料は75℃ で48時 間乾燥後,乾 物重

を測定 した。

根粒の調査は1997年 の最大繁茂期 に,1系 統 当た り3個 体 ×3反復 を深 さ15cmま で掘

り取 り,視 認できる根粒 を根か ら取 り,数 を数え,乾 燥後秤量 した。葉 の窒素含有 率は乾

燥 した試料 を微粉砕後,酸 素循 環燃焼-ガ ス クロ分析方式に よる窒素炭素分析装置(ス ミ

グラフNC-800,住 化分析 センター)で 測定 し,窒 素含有率を乾物ベースで算出 した。成熟

期の収量調査は,1996年 は1処 理 区につき1.0m2,1997年 は2.6m2,1998年 は3.4m2に 含

まれ るダイズ を収穫 して行った。

結果

1)収 量特性

1996年 の子 実 収 量 を図1-1に 示 した 。 供 試 した 品種 ・系 統 はEn6500,作 系4号,

En-b0-1,エ ン レイ/En6500の 後 代(F8)3系 統,及 びエ ン レイ/En6500//エ ン レイ///エ ン レ

イ の後 代(F4)の65系 統,計71の 根粒 超 着 生系 統及 び エ ン レイで あ る。En6500の 収 量

は著 しく低 く,エ ン レイ とEn6500を 交 配 した 後代 の根 粒超 着 生 系統 は,い ずれ もEn6500

に比 べて収 量 が高 か った。 大部 分 の根粒 超 着 生 系統 はエ ン レイ よ り低 収 で あ ったが,一 部

の系統 は エ ン レイ と同等 以 上 の収 量 を示 した 。特 に作 系4号 は際 だ って 多収 で あ った。

1996年 の結 果 を受 け,1997年,1998年 は 多収性 を示 した 作系4号 とエ ン レイ,En6500,

中位 の収 量 を示 した 根粒 超 着生 系統En-b0-1お よび根 粒 非 着生 系 統En1282を 用 いて 実験

を行 った。 作 系4号 の収 量 は1997年 と1998年 にはエ ン レイ とほぼ 同等 で有 意 差 が なか っ

た(表1-3)。 これ に対 して,En6500の 収 量はエ ン レイ よ り62%低 く,En-b0-1も15

～19%低 い傾 向 にあ った。

収量構成要素 についてみる と,作 系4号 ではエ ン レイ に比べ1997年 には百粒重 が多い

一方
,着 莢数が少なかった。1998年 はその逆 であったが,着 莢数 と百粒重が ともに劣る

年次はなか った。一方,En-b0-1は エ ン レイに比べて着莢数 が少ない傾 向にあ り,En6500

は着莢数が少 ない ことに加 えて,子 実が充実 しないへ こみ粒 が多発 し,百 粒重が顕著に小

さか った(表1-3)。

2)根 粒着生

最 大繁 茂 期(R3.5)に お け る個 体 当た りの根 粒数 はエ ン レイ の128個 に比 べ て,En6500,



図1-1 圃場(普 通畑)に おけるダイズ品種 ・系統の子実収量(1996年)。
エン レイ,及 びエ ンレイ 由来の根粒超着生の71系 統。

縦線は平均値の標準誤差(n=2)。



表1-3 圃場 におけるダイズ品種 ・系統の収量及び収量構成要素

1)同一年 の各項 目において,同 じアルファベ ッ トが付いていない

平均値 はTukeyのHSD検 定による5%水 準の有意差がある。



En-b0-1,作 系4号 で は11～14倍 を示 し,個 体 当た りの根 粒 重 は エ ン レイ(0.19g)に 比

べて6～7倍 を示 した(表1-4)。 この こ とか ら,En6500,En-b0-1,作 系4号 は いずれ

も,中 間 的根粒 超 着 生 系統 で な く,真 の(ま た は極 度 の)根 粒超 着 生 系 統 と判 断 され た。

なお,こ れ らの 根粒 超 着 生系統 の根粒 の1粒 重 はいず れ もエ ン レイ(1.46mg)よ り小 さか

った。

3)生 育特性

1996年 の生育初期(播 種34日 後,開 花9～15日 前)の 主茎長 と子実収量 との関係を

図1-2に 示 した。主茎長 と収量 とは,供 試品種 ・系統全体 としては正の相 関(r=0.50**)

を示 したが,作 系4号 は収量が高 くEn6500は 収量が低 いために,こ の相関関係か らはず

れていた。 この結果 は,こ れ ら2系 統がエン レイを含む他の系統 と相当異なる特徴を持つ

ことを示 してい る。1996年 の成熟期にお ける茎莢重 と収量 も正の相関(r=0.81**)を 示 し,

作系4号 の成熟期の茎莢重,収 量 は供試系統 中最大で あった(図1-3)。 これ らの結果

から,作 系4号 は初期生育は中庸であるが,そ の後 の生育が旺盛である ことが示唆 された。

この作系4号 の生育の特徴 は,1997年 の結果(図1-4)に も明瞭に示 されていた。

すなわち,作 系4号 の地上部乾物重は,開 花期(R2)に はエン レイ比68%で あったが,

最大繁茂期(R3.5)に は85%,成 熟期(R8)に は104%と な った。 これに対 してEn6500

とEn-b0-1の 地上部乾物重は成熟期 において も,そ れぞれ52%と81%で あった。一方,

最大繁茂期(R3.5)に おける莢実重 は,作 系4号 では他の 品種 ・系統 よ り明 らかに小 さかっ

た(表1-5)。

各 品種 ・系統 の葉面積指数 の推移 も地上部乾物重 と似たパ ターンを示 した(図1-5)。

1997年 における作系4号 の開花期(R2)のLAIは エ ンレイ比69%と 小 さかったが,最 大

繁茂期(R3.5)に はエ ンレイ比85%ま で増大 していた。一方,En6500のLAIは 最大期で

エ ンレイ比41%,En-b0-1のLAIは 同65%で,著 しく小 さかった。1998年 においても,

作系4号 は最大期にはエ ンレイ比89%の 葉面積 を確保 していた(デ ー タ略)。 これを葉面

積生長速度か らみ ると,作 系4号 は開花期か ら最大繁茂期(R2か らR3.5)の 同速度が供

試系統中で最 も大 きい傾向を示 した(表1-5)。

開花期(R2)か ら最大繁茂期(R3.5)ま でのRGR(相 対生長率)とNAR(純 同化率)

はエ ンレイに比べて根粒超着生の3系 統 の方 が高い傾向にあったが,有 意差はほとん ど認

め られなかった(表1-5)。



表1-4 圃場 にお け るダイズ品種 ・系統 の根粒着生状況(1997年)

1)8月19日(R3.5)に 調査 した各 品種9個 体 の平 均値。

同 じアル フ ァベ ッ トが付 いてい な い値 はTukeyの

HSD検 定 に よる5%水 準 の有 意差 が あ る。



図1-2 播種34日 後 のダイズ品種 ・系統の主茎長 と子実収量 との関係(1996年)



図1-3 成熟期(R8)に おけるダイズ品種 ・系統 の茎莢重 と子実収量 との関係(1996年)



図1-4 ダイズ品種 ・系統の地上部乾物重 の推 移(1997年)。

縦線 は平均誤差(n=3)。



表1-5 圃場にお けるダイズ品種 ・系統の乾物生産特性

1)同一年 の各項 目において,同 じアル ファベ ッ トが付いていない平均値 はTukeyのHSD検 定

による5%水 準の有意差がある。



図1-5 ダイズ品種 ・系統 の葉 面積指数 の推移(1997年)。

縦線は平均誤差(n=3)。



表1-6 ダイズ品種 ・系統の形態的特性 と生育ステー ジの進行(1996～1998年)

1)同一年の各項 目において,同 じアル ファベ ッ トが付いていない平均値 はTukeyのHSD

検定による5%水 準の有意差がある。
2)未 調査。

3)葵 先熟のため測定不能。



最 大繁 茂 期(R3.5)の 葉 の窒素 含有 率 は,1997年 は 作系4号5.05%,エ ン レイ5.02%

で ほ とん ど差 が なか った が,1998年 は作 系4号5.86%,エ ン レイ5.26%で 作 系4号 の方

が高 か った(デ ー タ略)。

成 熟期 にお け る主茎長 は,En-b0-1とEn6500は エ ン レイ に比 べ て短 か ったが,作 系4

号 で は エ ン レ イ 比 9 6 ～ 1 0 9 % と ほ ぼ 等 し か っ た ( 表 1 - 6 ) 。 E n - b 0 - 1 と E n 6 5 0 0 は 分 枝 の

発 達 がエ ン レイ よ り劣 っ たた め,個 体 当た り総節数 につ い て も劣 った が,作 系4号 では エ

ン レイ比103～105%と や や優 った(表1-6)。

作系 4号の開花期はエンレイに比べて 4～ 5日遅く ,成熟期は 1 1 ～ 2 0 日遅かった (表

1-6)。

考察

3カ 年 の圃場試験の結果,今 回開発 した根粒超着生ダイズ品種作系4号 は,高 い収量性

を示 した。 この結果は,従 来報告 されている根粒超着生 ダイズ系統の子実収量あるいは地

上部乾物重が通常の品種 よ り明らかに劣 っていたの と対照的であった。 これまで,根 粒超

着生系統 には農業的価値がほ とん ど認め られていなかったが,今 回の作系4号 の地上部乾

物重,着 莢数,あ るいは子実収量の値は,根 粒超着生系統の農業あるいは育種 における利

用を検討す る価値が あることを示 している。

作系4号は ,全体的に収量水準の低かった1 9 9 6年にはエンレイより4 0 %近く収量が高

かった。一方,全 体的に収量水準の高かった1997年 と1998年 にはエ ン レイの収量 と同程

度であった。1997年 と1998年 の根粒非着生系統En1282の 収量はエ ンレイ比 で90%を 超

えてい ることか ら,供 試 圃場 は窒素肥沃度が非常に高かった と考え られ,こ のため高い窒

素固定能 を活かそ うとす る作系4号 の特長が現れに くかった可能性がある。

作系4号 の収 量向上には,い くつかの要因が関与 した と考 える。第1に はEn6500が 持

っていた子実が充実せず に百粒重が著 しく劣る性質 が,作 系4号 では解 消された ことであ

る(表1-3)。 第2に は,栄 養生長 が著 しく改善 された ことで あ り,地 上部乾物重,最

大LAI,個 体 当た り総節数 の増加 は,着 莢数増加等 を通 じて増収 に結びついた と考 えられ

る。作系4号 は,特 に生育後半 にお ける生長量が他 の根粒超着生系統に比べて大 きかった。

1996年 において,作 系4号 の初期生育量は,播 種34日 後の主茎長 の値に見 られ るように

供試系統 中の中位 であったが(図1-2),そ の後 の著 しい生育促進 によって,茎 莢重 ・



子実収量 とも供試品種 ・系統 中の最高値 を示 した(図1-3)。1997年,1998年 における

乾物重及び葉面積指数 も作系4号 が開花期以降に旺盛に生育す ることを示 した(図1-4,

図1-5,表1-5)。

作系4号 の開花期以降の生育パ ターンの特徴は,さ らに次の2時 期 にわけてみることが

できる。第1の 時期 は,開 花期(R2)か ら最大繁茂期(R3.5)に か けて の栄養 生長 と生

殖生長が並行して進む時期である。この期間の作系4号の葉面積の増加速度は,エンレイ

を含 めた他の供試系統の 中で最 も大 きい傾 向にあ り,一 方,R3.5の 時点での莢実重は明

らか に小 さかった(表1-5)。 すなわち,作 系4号 は炭水化物を莢実の生長 よ り栄養生

長に優先 して分配 させた。作系4号 は生育初期か ら前期の生育量がエン レイ より小 さかっ

たが,こ のR2か らR3.5の 茎葉 の旺盛 な生育で,そ れ以前の少 ない生育量を補ってい る

と考 えられた。

第2の 時期は,最 大繁茂期(R3.5)か ら黄葉期(R7)に 至る時期 である。作系4号 は,R3.5

の莢実重は供試系統中で最小であったに もかかわ らず(表1-5),そ の後の莢実重の増

加速度 が大き く,か っ生育期間が延びた ことによって,最 終的に高い子実収量を得 ていた

(図1-4,表1-3,表1-6)。

光合成速度 の指標 とな るNARは,本 実験 ではR2か らR3.5の 期間のデータのみである

が,そ の期間において作系4号 は他の根粒超着生系統 とともにエ ンレイ よ り高い傾 向を示

した(表1-5)。また,R3.5において作系4号はエンレイに近い葉面積指数を持ちつつ

葉の窒素含有率 がエ ン レイ と同等以上を示 した こ とか ら,R3.5の 時点で も高い光合成速

度が維持 されていたこ とが推察 され る。それ に加えて,作 系4号 は登熟期間が長 く,葉 が

緑色 を保 った期間 も長 かった(表1-6)。 これ らの結果は,莢 実が生長す る期 間におい

て作系4号 の光合成能が高 く保 たれていた ことを示唆 してい る。光合成能の維持は莢実へ

の炭水化物の供給,並 びに根粒へ の炭水化物供給によって窒素固定が維持 され ることを通

じて,作 系4号 の莢実生長を支えた ことが推 察 され る。

以上のよ うに,新 たに作出された根粒超着生品種作系4号 は,こ れ までの根粒着生系統

En6500に 比べて,圃 場における生育 ・収量が顕著 に改善 され,特 に収量水準の低 い条件

ではエン レイを越 える収量を示 した。作系4号 の収量性 改善の原因 として,① 子実 が正常

に充実 し百粒重が増大 したこと,② 開花期間の栄養生長量の多 さが初期生育量の少 なさを

補なって,着 莢数が増加 した こと,③ 莢実生長期において,比 較的高い葉面積指数 と葉 の

窒素含有率が確保 され るため,光 合成産物の生産 とそれをエネル ギー源 とする窒素固定の



増大が可能 になった ことが考 えられた。

こ うした作系4号 の開発 とい う根粒超着生系統の改良の成功は,低 収 圃場におけるダイ

ズ増収の可能性 を広げるものと考える。 これを実現す るためには,作 系4号 の遺伝的要因

を解明す る とともに,各 生育段 階における窒素固定能や光合成能等,生 理的機能の特徴 を

さらに明 らかにす る必要がある。

第2節 作系4号 の親子鑑定

新たに開発 した根粒超着生ダイズ品種作系4号 は,エ ン レイか ら作出され た従来 の根粒

超着生系統En6500に 比べて,子 実収量が顕著に高 く,エ ンレイ と同等 あるいはそれ以上

であった。

この原 因 と して 作系4号 の根 粒超 着 生 に 関 わ る遺伝 子 に変異 が 生 じた 可能 性 が考 え られ

る。 これ ま で,根 粒 超 着生 に関 わ る遺伝 子 と しては,ミ ヤ コグサ にお い て,レ セ プ ター キ

ナ ーゼ を コー ドす るHAR1(Krusell et al.2002,Nishimura et al.2002a)とRING-fingerモ チ

ー フを持 つ ロイ シン ジ ッパ ー タ ンパ ク を コー ドす るASTRAY(Nishinura et al.2002b)の2

つ が単 離 され て い る。 これ らの遺伝 子 は根 粒 着生 の 自己調整 機構 に 関わ ってお り,そ の機

能 が失 わ れ る と根 粒 が多量 に着 生す る。 ダイ ズ ではEn6500に お い てHAR1遺 伝 子 のホモ

ログで あ るNTS1遺 伝子 の塩 基 配列 を調 べ た とこ ろ,LRRド メイ ン と膜 貫通 領 域 の間 に終

止 コ ドンが入 って い る こ とが 明 らか に され た(Nishimura et al.2002a)。 この変 異 は,En6500

に由来 す る作系4号 にお いて も保 存 され て い る こ とが確 認 され てい る(荒 井 ら2004)。 こ

の ように,作 系4号 の根粒超着生に関わ る遺伝子はEn6500か ら変化 していないが,エ ン

レイ との戻 し交配に よって,En6500の 生育不 良が大幅 に改善 された遺伝 的要因は不明の

ままであった。

一方
,作 系4号 の特性 を解 明するための実験(第1章 第1節 及び第2章)の 結果,根 粒

超着生形質以外に もエ ンレイ と異なる点があった。例えば,開 花期 間中に莢実の生長 より

栄養生長が旺盛なこ と,主 茎節数が1～2節 多いこと,根 粒非着生条件 下でも生育ステー

ジの進行がエ ン レイ よ り遅いこ とな どである。 これ らの特徴 が根粒超着生形質 と組み合わ

さることで,作 系4号 の生育 ・収量の改善に影響 して いるこ とが推察 された。 これ らの

En6500及 びエ ンレイ との相違点はEn6500を エ ンレイに戻 し交配 したこ とのみで生ず ると

は考 えに くい。そ こで,作 系4号 の多収化 に関わる遺伝的要因を明 らかにす る-助 として,



2003年 にSSRマ ーカー分析 によって作系4号 の遺伝子型 を調べた。

材料及び方法

供試 ダイズは2003年 に茨城県つ くば市 の独 立行政法人農業技術研究機構作物研究所の

所内圃場(淡 色黒ボク土)に おいて本章第1節 と同一の耕起,施 肥,栽 植法 によ り栽培 し

た。播種 日は2003年6月16日 であった。供試品種は第1段 階では作系4号,エ ン レイ,

En6500,En-b0-1と した。 第2段 階 で は 自然 交雑 の 可能 性 を検 討 す る た め,タ チナ ガハ,

タマ ホマ レ等4品 種 を加 えた。 播 種1～2ヶ 月 後 の各 品種4,5個 体 か ら展 開後数 日程 度

の若 い葉 を採 取 し,DNA抽 出 の試 料 と した 。 凍結 保 存 した試 料 を乳 鉢 で粉砕 し,CTAB

法(Murray and Thompson 1980)に よってDNAを 抽 出 し,サ ーマ ル サ イ ク ラー でDNAを

増幅 した。 増 幅 したDNA溶 液 を1xTBEバ ッ ファー の8%ポ リア ク リル ア ミ ドゲル 電 気

泳動 で分 離 し,臭 化 エチ ジ ウム で染 色 して泳 動パ ター ン を得 た。USDAが 開発 した ダイ ズ

SSRマ ー カー(Cregan et al.1999)を 用 い,作 系4号 と他 の 品種 ・系 統 との多型 を調 べた 。

結果

1)作 系4号 とエ ンレイ等 との比較

無作為 に選んだ208個 のSSRマ ーカー を用いて遺伝子型 を調べた。 その結果,エ ン レ

イ とEn6500,En-b0-1の 間で多型 を示 したマーカーはそれぞれ1個 であったのに対 し,エ

ンレイ と作系4号 との間で多型を示 したマーカーは23個 であった(表1-7)。 作系4号

がEn-b0-1に 直接 由来す るな らば,エ ンレイお よび他 の2系 統 と非常に近縁なはずである。

しか し,作 系4号 が多 くの多型性 を持 ってい るこ とか ら,作 系4号 は,育 成過程 において

他 の品種 ・系統 と自然交雑 して得 られた種子の後代 である可能性が考え られ た。

2)自 然交雑 の可能性 と花粉親の検討

まず,育 成経過 を再点検 した。 もしも,自 然交雑 が生 じた とした ら,根 粒超着生形質は

劣性-遺 伝子支配であるため(Gresshoff et al.1988,Kokubun and Akao 1994),F1世 代の

表現型は野生型(通 常の根粒着生)と なる。作系4号 の開発 中には収穫時に根 を抜き取 り,

根粒着生量 を確認 していた。しか し,圃 場では根粒着生量の確認 を確 実に行ったのに対 し,



表1-7 無作為に選んだ208個 のSSRマ ーカーに対す る遺伝子型

1)斜 線 の右 に試 供 したマ ー カー の数,左 にそれ ぞれ

の遺伝 子 型 と一 致 した マー カ ー の数 を示 した。

2)En6500,En-b0-1に おい て非 エ ン レイ型 を示 した

マー カー は 同一 のマ ー カー で あ る。



ポッ ト栽培 した世代 では,土 が固ま り根系が十分に抜 き取れ なか った場合には,主 根基

部周辺の密生 した根粒 を見て根粒超着生 と判定 した。 この段階で野生型を根粒超着生型

と誤判定 した可能性があると考 えられた。作系4号 の元 となった個体は1995年 の夏期 に

圃場 で選抜 され てお り,そ の前の世代 は種子増殖のため冬期 に温室でポ ッ ト栽培 してい

た。 これ らの ことか ら,自 然 交雑が生 じた とす ると,ポ ッ ト栽培の一つ前の世代 を栽培

した1994年 夏期の圃場で生 じた可能性が高い と考え られた。そこで,こ の年 に作系4号

育成 圃場か ら半径約200m以 内の圃場で栽培 したダイズ品種 を調べた結果,エ ン レイ,

En6500及 びその両者の交配後代 以外に42品 種 あることがわかった。 さらに,作 系4号 の

熟期,粒 重,葉 形,種 皮色等の形質 をもとに,花 粉親 の可能性が最 も高い4品 種 を検討

する候補 として選んだ。

そ の4品 種,す な わち,タ チナ ガハ,フ クユ タカ,ナ カセ ンナ リ,タ マ ホマ レにつ い て

作 系4号 の遺伝 子型 と比 較 した ところ,エ ン レイ と多型 を示 した23マ ー カー の全 て にお

いて,タ マ ホマ レの遺伝 子 型 は 作系4号 と一 致 した(表1-8)。 さ らに,そ れ ま での 実

験でエ ン レイ と多型 を示 したマーカーの近傍 にある多型 を示 しやすい と考え られる未検討

の94個 のマーカーについて,作 系4号 の遺伝子型 を調べた ところ,全 てのマーカー にお

いてエ ン レイか タマ ホマ レの どちらか と一致 した(表1-9)。

以上の結果か ら作系4号 の花粉親 はタマホマ レである可能性 が極 めて高いこ とが明らか

になった。この結果か ら考 えられ る作系4号 の育成系譜 を図1-6に 示す。

考察

ダイズの 自家受粉率は高いが,圃 場試 験において,品 種,年 次に よって最大2.6%が 自

然交雑す るこ とが報告 されている(Ahrent and Caviness 1994)。 自然交雑は,距 離 が近い

個体 との間で生 じやすいが,自 然交雑が生 じた と考 えられ る1994年 において,母 である

En-b0-1と タマ ホマ レの距離 は最短 部 で2.5mで あっ た こ とが 当 時の 圃場 図か ら確 か め られ

た。一 方,エ ン レイ,En6500,こ の2者 の 交配 後 代及 び タマ ホマ レ以 外 で,En-b0-1か ら

もっ と近 くで栽 培 され て いた 品種 は,8.4m離 れ てい た。 こ うした状 況 証拠 は,作 系4号

がEn-b0-1と タマホマ レの自然交雑に由来す る確率が極 めて高い とい う本節 の実験結果を

強 く支持 してい る。

エン レイの遺伝 的背景をもった根粒超 着生変異体 にタマホマ レが交雑 したことが,開 花



表1-8 作系4号 の多型マーカーに対する花粉親候補4品 種の遺伝子型

1)斜 線の右に試供 したマーカーの数,左 にそれぞれ

の遺伝子型 と一致 したマーカーの数 を示 した。



表1-9 作系4号 の遺伝子型

1)表1,表2で使っていないSSRマーカーで,表1,表2でエンレイと多型を

示したマーカーの近傍のマーカー,す なわちエンレイと多型を示しやす い

と考え られるマーカー94個 を用いて遺伝子型を比較した。

2)斜 線の右 に試供 したマーカーの数,左 にそれぞれの遺伝子型 と
一致 したマーカー の数 を示 した

。



図1-6 作系4号 の系譜



期間 にお ける旺盛 な栄養生長 による乾物重 の確保等,収 量 向上 に関わ る優 良な遺伝的性

質 を作系4号 にもた らした と考えられ る。

図1-6に 示 した ように,エ ンレイ とタマホマ レは父方 の祖父母が同一で あるため,類

似 した性質 も多 く持っている と考え られ るが,当 然異なる性 質 も持 っている。 作系4号 の

育成過程におけ る自然交雑 が明 らかになったのは ごく最近(2003年 秋)で あるため,本

論文にお いては多 くの場合,エ ンレイを作系4号 の比較品種 として使 ってい るが,明 らか

にな った以降はタマホマ レも含めて比較検討 を行った。 さらに,考 察に当た って もタマ ホ

マ レの特性 との関係 を常に考慮 した。



第2章 根粒超着生ダイズ品種作系4号 の生理 ・生態的特性の解明

根粒数が通 常品種の数倍以上にな る根粒超着生ダイズ系統は,高 い窒素固定能力 と収量性 が

期待 されなが ら,生 育 ・収量が通常の品種 よ り劣 るのが一般 的であったが,著 者 らはダイズ品

種エンレイの根粒超着生突然変異系統En6500を もとに,生 育 ・収量等 を改善 した根粒超着生品

種作系4号 を開発 した(第1章)。 普通畑試験において,作 系4号 はEn6500よ り著 しく多収で,

エンレイ とほぼ同等の生育 ・収 量を示 し,特 に,土 壌,気 象条件等によ り全体の収量水準の低

い条件下ではエ ン レイよ り収量がま さる傾 向にあった。作系4号 の基本特性 については,第1

章の圃場試験 によ り調べたが,さ らに窒素固定能,光 合成能な ど各種特性の詳細を明 らかにす

ることは,作 系4号 の活用場面を広げ,ま た,新 たな根粒超 着生品種 を開発す るために重要で

あ ると考 え られ る。

従来 の根 粒 着 生 系統 で は,根 粒 着 生量 の多 さが必 ず し も高 い窒 素 固定 能 に結 びつ い て いな い

(Day et al.1986,Eskew et al.1989,Wu and Haper 1991)。 そ こで 第1節 では,作 系4号 の窒 素

固定能力を,生 育時期別の窒素固定活性(ア セチ レン還元能)と 生育期 間を通 した窒素固定量

によって調べた。次に,窒 素要求量が最 も高い子実肥大期にダイズの窒素固定能が高い場合,

子実肥大期 の葉の光合成能が高 く保 たれ るこ とが予想 され るので,生 殖生長期間における作系

4号 の植物体 内の窒素含有率,葉 の クロロフィル含有率,光 合成速度,及 び乾物生産特性を第

2節 で調べた。また,En6500は 根粒非着生条件下においてもエン レイ より茎葉 と根の生長が顕

著に劣 り,根 粒超着生以外に も劣 った遺伝的性質を持つ と考 えられたが(Takahashi et al.1995),

このよ うな性質が作系4号 で改善 されたか どうかを第3節 で検討 した。最後 に,根 粒超着生系

統 の持 つ長所 と して,後 作物 に窒素 を残 し,そ の生 育を改善す る効果 が提 唱 されてい るが

(Hansen et al.1989),諸 外国での実験では,こ の効果の有無について結果が分かれている。第

4節 では作系4号 が後作にお よぼす影響について検討 した。

第1節 根粒着生と窒素固定能

本節 では作系4号 の根粒着生や窒素固定活性等におけ る特徴 をエ ンレイ と比較す ること

で明 らかに しよ うとした。1998年 には生育時期別の根粒着生状況 と窒素固定活性(ア セ

チ レン還元能)を 調べ,2002年 には重窒素標識肥料 を用いて窒素固定量を調べた。



材料及び方法

1)供 試 した品 種 ・系統

エ ン レ イ , 作 系 4 号 及 び 根 粒 非 着 生 系 統 E n 1 2 8 2 を 用 い て ポ ッ ト 試 験 を 実 施 し た 。 E n 1 2 8 2

は人 為突然 変 異 に よってエ ン レイか ら作 出 され た(Francisco and Akao,1993)。

2)栽 培 方法

ポ ッ ト試 験 は深型1/5000aワ グネル ポ ッ ト(ポ ッ トの 内径16cm,高 さ35cm,容 量7L)

に淡色 黒 ボ ク土6kgを 充填 して 実施 した。 肥料 はN,P2O5,K2Oを そ れぞ れ ポ ッ ト当 た り0.6,

5,2g施 用 した。2002年 は窒素 施肥 を0.6gと2.4gの2水 準 と し,3.08atom%の 重 窒素 標識 肥

料 を用 いた。播 種 は1998年6月30日,2002年7月2日 に行 い,根 粒 菌菌株A1017を 接 種

した。1ポ ッ トに8粒 播 種 し,1ポ ッ ト1本 立 に間 引 き した。1998年 は各品種 ・系統 当た

り33個 体を,2002年 は5個 体 を栽培 した。通常は屋外で栽培 し,降 雨時にはガ ラス室内

に移動 させた。灌水は生育時期 に応 じて,生 育初期は数 日おきに,中 期か らは毎 日1～2

回,十 分に実施 した。

3)ア セチ レン還元能の測定

1998年 の開花期(R2-R2.5)か ら5回,窒 素固定活性 の指標であるアセチ レン還元能 を

測定 した。1時 期の測定には4ポ ッ トを使用 した。 ダイズの根系をポッ トか ら取 り出して

すみやかに土を落 とし,地 上部 を着 けたまま,根 系を開放型ガス交換速度測定チェンバー

(容積900ml)に 入れて測定した(Minchin et al1.,1983)。時間の経過に よるアセチレン還元

能の低下を防 ぐため,根 系の抜き取 りか ら測定装置にセ ッ トす るまで5分 以内で行 った。

測定では,空 気90%に アセチ レンガス10%を 加 えた気体を ソーダ石灰で炭酸 ガスを除去

した後に,流 量1 L/minで 導入 した。予備 実験の結果 を踏まえて,エ チ レン生成速度が最

大になると考 えられるアセチ レンガス導入4,5,6分 後にチェンバーか ら出た空気の一部

をシ リンジで採取 して,ガ スクロマ トグラフィー(GC7A,島 津製作所,ポ ラパ ックNカ ラ

ム)でエチレン生成量を測定し,3回の測定値の最大値からアセチレン還元能を算出した。

4)地 下部全体,根 及び根粒 の呼吸速度の測定 と推定

アセチ レン還元能測定 と同時 に地下部の呼吸速度を測定 した。根系 を入れたチャンバー

か ら排 出されたガスの炭酸ガス濃度 を赤外線ガス分析計(SPB-H2,島 津製作所)で 連続的

に測定 し,値 が安定 したアセチ レン導入5分 後の値を用いて地下部全体の呼吸速度 を算 出

した。根粒非着生系統En1282の 根重 と根 の呼吸速度 との関係 を調べた結果,両 者には有意



な比例関係が認 められたため,回 帰直線 を求 めた。En1282の 根重 と根の呼吸速度 との関係

が他 の品種 に も当てはまる と仮定 して,こ の回帰直線 を使 って各品種 の根の呼吸速度を推

定 し,地 下部全体の呼吸速度か ら根 の呼吸速度の推定値 を差 し引いた値 を根粒の呼吸速度

とした。

5)由 来別 の窒素集積量の測定 と推定

2002年 に重窒素標識肥料を用いて栽培 した成熟期の植物体 を,子 実,莢,落 葉+葉 柄,

茎,根+根 粒 に分解 し,75℃48時 間乾燥後 に乾物重を測定 したのち,微 粉砕 した。 これ

らの試 料につ いて,酸 素循環燃 焼-ガ ス クロ分析方式 に よる窒素炭 素分析装置(ス ミグラ

フNC-800,住 化分析セ ンター)で 窒素 を分析 し,窒 素含有率を乾物ベースで算出 した。 さ

らに,試 料を昭光通商株式会社にて依頼分析 し,各 部位の重窒素の比率を求めた(使 用機

器:DELTA plus XP,サ ーモ フィニガン社)。 重窒素の比率から,各 部位 の施肥由来の窒

素量を求めた。次に,根 粒非着生系統En1282に おける施肥 由来窒素 と土壌由来窒素の比

が他 の2品 種 で同一 と仮定 して,土 壌 由来窒素の集積量を算出 し,さ らに,窒 素の全集積

量か ら施肥 由来窒素量 と土壌由来窒素量を差 し引いて,窒 素固定由来の窒素量を算出 した。

結果

1)生 育ステージの進行

エン レイに比べて,作 系4号 の開花期は1日 遅いだけであったが,成 熟期は12日 遅か

った(表2-1)。

2)根 粒着生

個体 当た りの根粒数はエ ンレイでは播種58日 後(生 育段階 R4.5)に 最大値に達 し,79

日まで は同様 の値だった。また,作 系4号 では播種68日 後(R5)に 最大値に達 し,そ の

後若干減少した。最も差の大きかった播種68日後の作系4号の根粒数はエンレイの8.5倍

であった(図2-1A)。

個体当た り根粒重は,エ ンレイでは播種58日 後に最大値の1.4gに 達 した。一方,作 系

4号 では播種68日 後にほぼ最大値の3.4gに 達 したが,以 後も微増 した。播種68日 後の作

系4号の根粒重はエンレイの2.5倍であった(図2-1B)。しかし,根粒の1個重は作系

4号ではエンレイの約30%と小さかった(データ略)。

3)個 体当た りアセチ レン還元能 と根粒の比活性 の推移



表2-1 ダイズ品種の開花期,成 熟期 と調査 日における生育ステージ(1998年)



図2-1 作系4号 とエ ンレイにおける根粒数(A),根 粒重(B)莢 個体 当た りアセチ

レン還元能(C),及 び根粒比活性(D)の 推移(1998年)。 縦線は標準誤差(n=4)。



作系4号 は調査 した全期間を通 じて,窒 素 固定活性 の指標 である個体 当た りアセチ レン

還元能がエンレイより高かった(図 2 - 1 C )。特に播種7 9日後 ( R 6 )の両品種の差が顕

著であった。

根粒比活性(単 位根粒重 当た りのアセチ レン還元能)は,調 査 した播種41日 後(R2-R2.5)

以降,2品 種 とも低下 していった(図2-1D)。 作系4号 に比べてエ ンレイでは高 く推移

したが,播種79日後(R6)を過ぎると,エンレイの比活性の急激な低下に伴い,作系4

号の方が高 くなった。

4)地 下部の呼吸速度

地下部全体(根+根 粒)の 呼吸速度は,調 査期間を通 じて作系4号 が高 く,エ ンレイ,En1282

の順に低 くなった(図2-2A)。 根粒呼吸速度の推定値(図2-2B)は,窒 素固定活性

(図2-1C)と 極 めて似 た推移を示 した。また,こ の推定値 か ら算出 した根粒呼吸速度

当たりのアセチレン還元能(窒素固定のルネルギー利用効率)は,エンレイの方が作系4

号より高い傾 向にあったが,差 は有意でなかった(図2-2C)。

5)由 来別窒素集積量

2002年 の実験では,窒 素全集積量は窒素施肥量にかかわ らず作系4号 がエン レイ よ り

多 く,ま た,両 品種 とも窒素施肥量が多い方が多か った(図2-3A)。 窒素固定量(固

定窒素由来の窒素集積 量)は 窒素施肥量にかかわ らず作系4号 がエン レイ よ り多かった

(図2-3A)。また,エンレイでは窒素施肥量が増加すると窒素固定量が減少したが,

作系4号 では逆 に増加 した。作系4号 の窒素固定依存率,す なわち,窒 素全集積 量 中の

窒素固定量の比率も,窒素施肥0.6gの場合にはエンレイ84%に対して90%,窒素施肥2.4g

の場合にはエンレイ64%に対し75%と,エンレイより高かった。一方,作系4号の施肥

窒 素 集 積 量 は,窒 素施 肥0.6gの 場合 にはエ ン レイ0.49gに 対 して0.41g,窒 素 施肥2.4gの

場合にはエンレイ 1 . 8 4 g に対し 1 . 7 4 g と , エンレイより少ない傾向にあり , 土壌窒素集 積

量 も,窒 素 施肥06gの 場 合 には エ ン レイ0.30gに 対 して作 系4号0.25g,窒 素 施肥2.4gの

場 合 に はエ ン レイ0.34gに 対 し0.32gと,エ ン レイ よ り若 干少 なか った(図2-3A)。

6)部 位別窒素集積量

品種,施 肥条件にかかわ らず,子 実中の窒素集積量が窒素全集積 量の大部分(75～82

%)を 占めた(図2-3B)。 品種 間を比較す る と,作 系4号 の窒素集積量は地上部,地

下部のすべての部位において,施肥条件にかかわらずエンレイより大きかった。また,

両品種 とも窒素2.4g区 の方が0.6g区 よ り各部位 の窒素集積量が大きかった。



図2-2 作系4号 とエン レイにおける地下部全体の呼吸速度(A),根 粒 の

呼吸速度(B),根 粒 呼吸速度 当た りのアセチ レン還 元能(C)の

推移(1998年)。 縦線は標準誤差(n=4)。



図2-3 ダイズ品種の由来別窒素集積量(A)と 部位別窒素集積 量(B)(2002年)

縦線 は標準誤差(n=3)。



考察

作系4号 の個体当た りの窒素固定活性(ア セチ レン還元能)は 開花期以降の全期 間を通

じてエ ンレイ より明 らかに高かった(図2-1C)。 根粒超着生系統は,根 粒着生量が多い

ことから個体 当た りの窒素固定能力 が高い ことが期待 されてきた。 しか し,こ れまで作出

された多 くの根粒超着生系統については莢播・種30日 後程度の生育初期においては個体 当た

りの窒素固定能が原品種よ り高い とい う報告が多いが(Gremaud and Harper 1989, Haider et

al.1991),生 育 後期 の差 は明 らか でない か(Eskew et al.1989,Wu and Harper 1991),原 品

種 よ り低 くな る こ とが報 告 され てい る(Day et al.1986)。 これ と対 照 的 に,作 系4号 は生

育後期に至 って も個体当た りアセチ レン還元能が高い とい う特長を示 した。ダイズは子実

の肥大す る生育後期の窒素要求量が大き く,こ の期間の窒素供給能力が収量の大きな制限

要因であると考え られてい る(Sinclair and de Wit 1975)。 この最も重要な時期 に,作 系4

号が高い窒素 固定活性を示 した ことは注 目すべきことで あ り,作 系4号 は根粒超着生系統

に期待 される高窒素固定能に基づ く多収 の潜在力 を持っ と考えられた。

一方
,作 系4号 の根粒の比活性はエ ンレイに比べやや低 く,播 種68日 後で約75%で あっ

た(図2-1D)。 根粒超着生系統En6500やnts382に ついては,多 量の根粒を着生す るも

のの,そ のサイズは小 さく,か つ機能的に未熟 な根粒が多 く,比 活性が低いことが報告 さ

れ てお り,そ れ は過剰 な根粒 に光 合成産 物 が十分 分配 され な いた め とされ てい る(Day et al.

1987,Sato et al.1999)。 この こ とか ら,根 粒 超 着生 系統 で は根 粒 の維 持 に多 くの炭水 化物 が

消費 され,根 粒 の呼吸速度当た りのアセチ レン還元能が低いことが予想 されたが,作 系4

号はエン レイよ りやや低いものの有意差がなかった(図2-2C)。 このような根粒比活性

及び根粒 の呼吸速度 当た りのアセチ レン還元能 の測定結果か ら,作 系4号 は個体 当た りの

根粒重がエンレイの2.5倍 にも達す るにもかかわらず,窒 素 固定効率が比較的高く保 たれ

ていた と判断 された。

重窒素標識窒素を使用 して算出 した個体 当た りの窒素固定量については,作 系4号 はエ

ンレイに比べて,窒 素施肥0.6g区 では40%,窒 素施肥2.4g区 では64%多 かった(図

2-3A)。 個体 当た りアセチ レン還元能が作系4号 で2倍 近 く高か った ことに比べれ ば

差は縮小 したが,こ の窒素固定量の品種 間差 も明瞭であ り,作 系4号 の窒素固定能力の高

さが確認 できた。 アセチ レン還元能測定に際 しては,前 日が晴天の方が還元能が高い等の



報告をふまえ,窒 素固定の潜在能力が最大限発揮されるような測定条件を選んだたため,

重窒素を用いて全生育期間の積算窒素固定量を測定した本実験 より品種間差が拡大 したと

考えられた。

作系4号 の窒素 固定量がエ ンレイよ り多か った一方 で,土 壌窒素及 び施肥窒素の集積

量はいずれ も,作 系4号 はエン レイに比べて窒素施肥0.6g区 では16%,窒 素施肥2.4

g区 では5%少 ない傾 向にあ り,特 に土壌窒素については品種間に有意差が認め られた。

この ことか ら,作 系4号 はエ ンレイ に比べて土壌窒素 と施肥窒素 をよ り多 く土壌 中に残

す と考え られ る。 また莢作系4号 では子実 に集積す る窒素 もエ ンレイ より多か ったが,

それ以外の部位,す なわち作物残渣中の集積窒素量 もエ ンレイ よ り明 らかに多かった(図

2-3B)。 圃場で コンバイン収穫 した場合,こ れ らの残渣はすべて畑に残 るので,圃 場

への窒素還元の点では,作 系4号 跡の方が有利 と考え られ る。

以上のよ うに,多 量の根粒 を着生す る作系4号 は,生 育全期 間を通 じて個体 当た りの窒

素固定能が高かった。第1章 第1節 の圃場試験 では,収 量水準が低い場合 に作系4号 の収

量が優れ る傾 向があったが,本 節 で示 した作系4号 の個体 当た り窒素固定能の特に子実肥

大期にお ける優位性 が,こ れ に関与 した と考え られ る。また,窒 素 固定量が多い一方,土

壌窒素 と施肥窒素の吸収量が少ない傾向にあるため,後 作への窒素保存効果が期待できる

結果が示 された。 この点については,本 章第4節 で検討す る。

第2節 植物体内窒素含有率,光 合成速度及び乾物生産特性

本章第1節 で示 した よ うに,作 系4号 は個 体当た り窒素固定能力 が開花期(R2)か ら

子実肥大期(R6)に 至 るまで,通 常の品種エ ンレイ より高い特徴 を持 っている。 この期

間の窒素供給能力が高い作系4号 では,植 物体の窒素含有率や光合成能力等の葉の機能が

高 く維持 されていることが期待 され る。本節 では,作 系4号 の植物体中の各部位 の窒素含

有率,葉 身の クロロフィル含有率,光 合成速度及び乾物生産量をエ ンレイ等 と比較 し,作

系4号 の高い窒素固定能力に起因す る有利性 を明 らかに しよ うとした。

材料及び方法

1)供 試 品種

1998年と1999年は作系4号とエンレイを供試した。当初,作系4号はエンレイとエン



レイ 由来 の根粒超着生突然変異系統であるEn6500と の交配後代 と考 えられていたが,作

系4号 の育成過程 で 自然交雑が生 じてお り,そ の花粉親 が タマホマ レであることを2003

年に明 らかに した(第1章 第2節)。 このため,2004年 にはこの2品 種 にタマ ホマ レを加

えて実験 を行った。

2)栽 培方 法

1998年6月30日 と1999年7月2日 に淡 色 黒 ボ ク土6kgを 充填 した深型1/5000aワ グネ

ル ポ ッ ト(内 径16c0,高 さ35cm,容 量7L)に 播 種 し,根 粒 菌 菌株A1017を 接 種 した。2004

年 は淡 色 黒 ボ ク 土8kgを 充 填 したプ ラス チ ックポ ッ ト(内 径23cm,高 さ25cm,容 量10L)

に3.月29日 に播 種 した。 各年 と もN,P,0臥 凡0を それ ぞれ ポ ッ ト当た り0.6,2,5g施 用

した。 各 年 と も1ポ ッ トに8粒 播 種 し,初 生葉 展 開期 に1ポ ッ ト1本 立 に間 引 き した。1

品種 につ き1998年 は33ポ ッ ト,1999年 は8ポ ッ ト,2004年 は5ポ ッ トを栽 培 した 。1998

年 と1999年 は通 常は網室で栽培 し,降 雨時 にはガ ラス室内に移動 させた。2004年 は気温27

～35℃ の温室 内で栽培 し,日 長 を14時 間以上 になるよ う補光 した。灌水は生育時期 に応

じて,生 育初期 は数 日おきに,中 期か らは毎 日1～2回 行 った。なお,灌 水によ り養分 が

流亡 しないよ うに受皿 を敷いて,排 水孔 よ り流 出した水はポッ ト内に戻 した。

3)部 位別乾物重 の調査

1998年 の開花始(R2-R2.5)か ら成熟期(R8)ま での6時 期に,1品 種 当た り4個 体を

採取 し,葉,茎+葉 柄,莢 実,根,根 粒 に分解 した。75℃48時 間乾燥後 に乾物重を測定

した。

4)作 物体窒素含有率の測定

乾燥 させた各試料を微粉砕 した後,酸 素循環燃焼-ガ スクロ分析方式による窒素炭素分

析装置(ス ミグラフNC-800,住 化分析 センター)で 分析 し,窒 素含有 率を乾物べ ースで算

出 した。

5)光 合成 速 度 と葉 の ク ロロフ ィル含 有 率(SPAD値)の 測 定

1998年 の播 種75日 後(R5.5),1999年 の播 種61日 後(R4)と 播 種83日 後(R6),及 び2004

年の播種44日 後(R4.5)以 降の数時期 に,主 茎の最上位完全展 開葉か ら1節 下の複葉の

中央小葉 の光合成速度を携帯型光合成蒸散測定装置(SPB-H2,島 津製作所)で 測定 した。

測定は光合成有効放射量が,900μmol m-2s-1以 上の晴天時の9時 ～12時 に行 った。

光合成速度測定時に測定葉 のSPAD値 を葉緑素計(SPAD-502,ミ ノル タ)で 測定 し,

クロロフィル含 有率 とみ なした。また,そ れ以外の開花始以降の数 時期に,主 茎の最上位



完全展開葉か ら1節 下の 中央小葉のSPAD値 を測定 した。

6)収 量及び収量構成要素

成熟期 に各品種6個 体(1998年,1999年)ま たは5個 体(2004年)を 収穫 し,個 体当

た りの着莢数,一 莢内粒数,百 粒重,個 体当た りの子実収量 を測定 した。子実収 量 と百

粒重は水分1 5 %ベースで算出した。

結果

1)窒 素含有率の推移

調査した播種4 1日後 (開花期 , R 2 - R 2 . 5 )以降 ,エンレイ ,作系 4号とも生育が進むに

従って葉身の窒素含有率は低下 したが,常 に作系4号 の方がエン レイ より高かった(図2

-4A) 。エ ンレイでは播種68日(R5.5)以 降,急 速 に低下 したのに対 して,作 系4号 は

播種88日 後(R6.5)で も4%程 度 の窒素含有率を保 っていた。

茎+葉 柄の窒素含有率の品種間差 は播種68日 後以降明瞭になった(図2-4B)。 エ ン

レイでは播種58日 後を過 ぎると,減 少が始まったが,作 系4号 では播種79日 後(R6)

まで含有率が増加 し,そ の後減少 した。

莢実の窒素含有率はエ ンレイでは播種41日 後以降緩やかに増加 し,成 熟期には5.6%

に達 した(図2-4C)。 作系4号 の莢実の窒素含有率 はエ ンレイ より約8日 遅れて緩や

かに増加し始め,成熟期には6 . 0 %に達した。成熟期の子実の窒素含有率は,エンレイ7 . 6

%に 対 して作系4号 は7.9%と 高か った(デ ー タ略)。

2)葉 のクロロフィル含有率(SPAD値)の 推移

エ ンレイでは播種後68日 以降,子 実の急速な肥大が生ず るとともに,SPAD値 が急速

に低下 した。 しか し,作 系4号 では子実が急速 に肥大 した播種68日 後か ら88日 後の期間

において も高いSPAD値 を保っていた(図2-5)。2004年 にタマホマ レを加 えて行 った

実験において も,作 系4号 は開花期以降の全期間を通 じて,SPAD値 が最 も高かった(図

2-6)a

3)光 合成速度

1999年 の莢伸長期(播 種61日 後)に おける主茎上位葉の光合成速度 の品種間差 は明 ら

かでなか ったが(図2-7B),生 育が進んだ子実肥大期,す なわち1998年 の播種75日



図2-4 作系4号とエンレイの葉身(A),茎+葉柄(B),莢実(C)の窒素含有率の推移

(1998)。 縦 線 は標 準誤 差(n=4)。



図2-5 作系4号とエンレイのクロロフィル含有率(SPAD値)と子実の平均1粒重の推移

(1998年)。 縦線 は標 準 誤差(n=4)。



図2-6 作系4号,エ ン レイ及び タマ ホマ レのクロロフィル含有率

(SPAD値)の 推移(2004年)

矢印は各品種が子実肥大期(R6)に 達 した 日。縦線は標準誤差(n=5)



図2-7 作系4号とエンレイの1998年播種75日後(A)と1999年播種61日後(B),

83日 後(C)に お け るク ロ ロフ ィル 含 有率(SPAD値)と 光合 成 速度 の 関係 。



後及び1999年 の播種83日 後における光合成速度 はSPAD値 と同様に作系4号 がエ ンレ

イ より明 らかに高かった(図2-7A,C)。2004年 にタマホマ レを加 えて行 った実験に

おいて も,作 系4号 は子実肥大が始ま る播種44日 後以降の全期 間を通 じて,光 合成速度

が最 も高かった(図2-8)。

4)乾 物重 の推移

1998年 の作系4号 の地上部の生長は,生 育 中期まではエ ン レイ に比べ緩慢 で,地 上部

乾物重のエンレイに対する比率は播種4 1日後 ( R 2 - R 2 . 5 )には約 5 0 %であったが,生育後

期,特 に子実肥大期(播 種79日 後)以 降に この比率は上昇 し,成 熟期 の地上部重 はエ ン

レイ と同程 度 に なっ た(図2-9A)。 茎 葉 の 生長 と莢 実 の生 長 が 並行 して進 む播種41日

後 か ら58日 後 まで の期 間 に,作 系4号 の葉 身 の重 量は6.8g増 加 し,エ ン レイ の5.6gよ り

多 か った が(図2-9B),逆 に莢 実重 の増加 はエ ン レイ の11.4gに 対 して43%の4.9gと

少 なか っ た(図2-9D)。 また,葉 身 重 に っい て はエ ン レイ で は播種68日 後 に最 高値15.1g

に達す る と落葉 によ り直ちに減少に転 じたのに対 して,作 系4号 では播種58日 後 に最高

値11.6gに 達 した後,播 種88日 後 まで,高 い値 を保 っていた(図2-9B)。 作系4号 の

莢実重 は播種79日 後まではエ ン レイよ り小 さかったが,そ の後エ ンレイでは莢実重の増

加がほとんど止まったのに対して,作系 4号では増加し続けて,成熟期の莢実重はエンレ

イ と同程度 となった(図2-9D)。

根 の乾物重については作系4号 はエン レイよ り生育期 間を通 じて小 さかったが,特 に播

種41日 後にはエンレイの約40%と 小 さく,そ の後は約60%で 推移 した(図2-10A)。

一方
,作 系4号 の根粒重は著 しく大 きかったため,根 重 と根粒重の合計である地下部全乾

物重 は作系4号 とエン レイで同程度であった(図2-10B)。

5)窒 素集積量

ダイズの地上部の窒素集積 量は,1998年 の結果では播種79日 後までは地上部乾物重 と

同様 にエ ン レイの方 が作系4号 よ り多かったが(デ ー タ略),成 熟期(R8)に は作系4号 の

方がま さった(表2-2)。2004年 の成熟期 における地上部 と地下部を合わせた窒素の全

集積量は,作系4号が最も多く,次いでタマホマレ>エンレイ>En1282の順であった(表

2-2)。

6)収 量及び収量構成要素

作系4号の子実収量をエンレイと比較すると,1998年の実験ではやや多かったが有意

差 はなかった(表2-2)。1999年 と2004年 の作系4号 の子実収量は,エ ン レイよ り明



図2-8 作系4号,エ ン レイ及び タマホマ レの光合成速度の推移(2004年)

矢印は各品種が子実肥大期(R6)に 達 した 日を示す。縦線 は標準誤差(n=5)



図2-9?作系4号とエンレイの地上部の部位別乾物重の推移(1998年)。

地上部全重(A),葉 身重(B),茎+葉 柄重(C),莢 実重(D)。

地上部全重 には落葉 を含む。縦線 は標準誤差(n=4)。



図2-10 作系4号 とエ ンレイの根乾物重(A)と 地下部全乾物重(B;根+根 粒)の

推移(1998年)。 縦線 は標準誤差(n=4)。



表2-2 ダイ ズ 品種 ・系 統 の子 実収 量,収 量構 成要 素及 び 窒 素集積 量(1998,1999,2004年)。

1)か っ こ内 は標 準誤差 (1998年:n=4,1999年:n=6,2004年:n=5)

2)1998年 は 地上 部 のみ,2004年 は地 上部+地 下部 の合 計。

3)未 調 査。



らかに多かった。作系4号 の着莢数 は1998年 と1999年 にはエン レイ と同程度で あった

が,2004年 には明 らかに優 った。一方,作 系4号 の百粒重は1998年 と1999年 にはエ ン

レイ よ り大 きか ったが,2004年 には逆 に小 さかった。両品種 の一莢内粒数の差は小 さか

った。2004年 のタマホマ レとの比較 では,作 系4号 の方が収量 と百粒重がま さ り,着 莢

数 と一莢内粒数は同程度で あった。

考察

葉身 中の窒素含有率 は,開 花期(播 種41日 後)以 降,常 に作系4号 の方がエ ンレイ よ り

高い値 を示 した(図2-4A)。 特に子実肥大初期(播 種68日 後)以 降播種88日 後まで,エ

ン レイ より20日 間長 く高い値 が維持 されていた。 なお,図2-5に 示 した子実の平均1

粒重の推移か ら読み とると,作 系4号 では生育ステージの進 行が約8日 エ ンレイ よ り遅か

ったが,両 者の生育ステー ジを合わせるために8日 を差 し引いた としても,作 系4号 では

葉身の窒素がエ ンレイ よ り約12日 間高水準に保たれていた。

ダイズの子実肥大期間の窒素要求量は各種作物 の中でも最 も高いため,根 及び根粒を通

じて供給 され る限界 を超 え,茎 葉の窒素 を子実 に転流 させ る 「自己破壊」が生ずる といわ

れている(Sinclair and de Wit,1975)。 作系4号 の個体当た り窒素固定活性は,開 花期以降

の生育期間を通 じてエ ンレイ より高 く,特 に,子 実肥大期にお ける差が顕著な ことを本章

第1節 で明 らか にした。 上述の ように作系4号 において,葉 身の窒素含有率が高 く保たれ

たことは,生 育後期 の窒素 固定能力が高いため自己破壊が生 じにくかったこ とを示唆 して

いる。作系4号 の茎 の窒素含有率 も子実肥大初期に一旦上昇 し,こ の時期における窒素供

給力の高 さを示 していた(図2-4B)。

莢伸長期以降の主茎上位葉の クロロフィル含有率(SPAD値)も,作 系4号 が高かった

(図2-5)。 両品種の生育ステージを合わせ るた め,子 実の平均1粒 重 を指標 に比較す

ると,エ ンレイでは1粒 重が0.10gに 達 した播種68日 後以降SPAD値 が急速 に低下 し,

0.22gに 達 した 播種79日 後 に は14.1に まで 減少 した。 一方,作 系4号 では1粒 重 が0.14g

の時点(播 種79日 後)で は葉 のSPAD値 は ほ とん ど低 下 せず,0.239に 達 した播 種89日

後 に もSPAD値 が41.7を 保 ってい た。 また,作 系4号 よ り晩生 の 花粉 親 の タマ ホマ レを

加 えた2004年 の実験 では,同 じ生育ステージ,あ るいは,同 じ暦 日における比較 で,作

系4号 は常に供試品種 中で最高のSPAD値 を示 した(図2l6)。 このよ うに,作 系4号



のSPAD値が高いのは単にエンレイより晩生で生育ステージの進行が遅いためでなく,

同じ生育ステージにおいて もエ ンレイ及び タマホマ レよ り高い ことが明 らかになった。

作系4号 の光合成速度 も他の品種に比べて高い傾 向を示 した。子実肥大期においては,

エン レイで はSPAD値 と光合成速度 が ともに低下 したのに対 して,作 系4号 では高い水

準が維持 されていた(図2-7A,C)。 タマホマ レを加 えた2004年 の実験においても,

作系4号 の光合成速度は供試品種 中で最高であった(図2-8)。 強光下では一般的 には

光合成速度 とクロロフィル含有率は相関を示 さないが,生 育の進行 に伴 う光合成速度の変

化は クロロフィル含 有率 と相 関を示す ことが知 られてい る(村 田 1979)。 本節 において も

子実肥大期のエ ンレイでは葉か ら子実への窒素の転流に より葉 が老化 し,ク ロロフィル含

有率 とともに光合成速度が低下 したが,作 系4号 では,自 己破壊が早期 に生 じなかったた

め,SPAD値 と光合成速度が共に高 く維持 された と考 えられた。

作系4号 の生長は,特 に開花期までの生育前期においては緩慢で,開 花期 の地上部重 は

エ ンレイ の約50%と 顕著に小 さかった(図2-9A)。 開花期 以降に生長が活発にな り,

特に子実肥大期の生長量はエン レイ以上であった。 これ は,第1章 第1節 の圃場試験の場

合 と類似 していた。 作系4号 では平均1粒 重の増加が長期 間続 き(図2-5),百 粒重 が

増大 した ことも(表2-2;1998年),子 実肥大期 にお ける高い乾物生産性 を示 していた。

前節 で認 められた作系4号 の高い窒素固定能力が植物体 内窒素含有率,SPAD値 及び光合

成速度 を高め,そ の結果,子 実肥大期における旺盛な乾物生産が可能 になった と考 えられ

る。 また,逆 に光合成速度が高 まったことで,根 粒 への炭水化物の供給量が増えて,高 い

窒素固定活性の維持 にも役立った と考 えられ る。

ただ し,こ の1998年 の実験では作系4号 の成熟期 の地上部全重 と子実収量はエ ンレイ

並に留 ま り,乾 物生産における有利性は子実肥大期に しか明瞭に認 め られなかった(図2

-9 ,表2-2)。 子実収量がエ ンレイ よ り顕著に大 きかった1999年,2004年(表2-

2)の 実験 では,作 系4号 の生育後期 にお ける高い植物体内窒素含有率,SPAD値 及び光

合成速度に基づ く高い乾物生産性 が,よ り強 くあるいは長期 間発揮 された と推察 された。

一方
,開 花期以降の茎葉の生長 と莢実の生長が同時進行す る時期 には,第1章 第1節 の

圃場試験 と同様 に,作 系4号 は莢実の成長 よ り茎葉の生長を優先 させ た(図2-9B,C,

D)。 第1章 第2節 で作系4号 の花粉親は タマホマ レである ことを明らかに したが,開 花

期以降の分枝節数 の増加 はタマホマ レ>作 系4号>エ ン レイの順に大きかったこ とか ら

(デー タ略),開 花期間に栄養生長 を優先 させ る作系4号 の特性 はタマホマ レに由来す る



と推 察された。

ところで,茎 葉の窒素含有率は,着 莢数,粒 数 な どの窒素のシンクの大き さとも関係す

る。 もし,着 莢数 が少なければ転流先の少ない窒素は茎葉に留まる。 この ような場合には

葉 の窒素含有率が高 く維持 され たとして も,多 収を期待す るこ とはできない。 しか し,本

実験で作系4号 はエ ンレイ,タ マホマ レに比べて同等以上の着莢数 を示 してお り,窒 素 の

シンクは小 さくなか った。その結果,作 系4号 の子実収量はエ ンレイ,タ マホマ レ以上で

あった(表2-2)。

以上の ように,生 育後期の窒素固定能力 に優れ る作系4号 においては,葉 では開花期以

降,茎 では子実肥大初期以降の窒素含有率が高 く保 たれ,特 に子実肥大期において,葉 の

窒素含有率 とク ロロフィル含有率が高 く維持 されているために,光 合成速度が高かった。

これ らのことが,作 系4号 における子実肥大期 を中心 とす る生育後期の乾物生産量や収量

の高 さに貢献 している と考え られ た。

第3節 根粒非着生条件下での生育特性

通常品種の数倍以上の根粒を着生する根粒超着生ダイズ系統は,従 来,生 育 ・収量が通

常の品種より劣ったが,そ の原因として多量の根粒形成 とその根粒における窒素固定に相

当量の炭水化物を消費されること及び根系の発達が劣るため養水分の吸収量が劣ることが

指 摘 さ れ て い る(Gremaud and Harper 1989,Hansen et al.1989,Ohyama et al.1993,Takahashi

et a1.1995)。 し か し,根 粒 超 着 生 系 統En6500で は,根 粒 非 着 生 条 件 下 で も 生 育 ・収 量 が

通常 の品種 よ り著 しく劣 るため,生 育 ・収量 を抑制する根粒超着生以外の要因があると考

えられ る。

著者 らがEn6500を もとに開発 した根粒超着生品種作系4号 はエン レイに比べて開花期

以前の生長は緩慢で あるが,開 花期 間の栄養生長 とその後の生殖生長が旺盛な特徴を持つ

ことを明 らかに した(第1章 第1節,第2章 第2節)。

本節では,作 系4号 を根粒非着生条件下で栽培す るこ とによ り,同 条件下におけ る生育

抑制の有無,開 花期以降の旺盛な生長 と根粒着生の関係な どを明 らかに しよ うとした。

材料及び方法



1)供 試 品種 ・系統

実 験 は1997年 と1998年 の2カ 年 行 っ た。1997年 に はエ ン レイ,根 粒超 着 生 系統En6500,

En-b0-1,作 系4号 の計4品 種 ・系 統 を,1998年 には エ ン レイ と作系4号 の2品 種 を供試

した。

2)栽 培方法

栽培 は根粒非着生条件 とす るためポ ッ トに よる水耕で行った。種子 を70%エ タノール

で12分 間,3%過 酸化水素水で3分 間,表 面滅菌 した後,バ ー ミキュライ トを充填 した

容積800mLの ガ ラスびんに,1び ん当た り8粒 を播種 した。昼28℃(14時 間)/夜23℃(10

時間),光 合成有効放射830μmol m-2s-1の 人工光 グロースチェンバー で7日 間生育 させ

た後,初 生葉展開中の生育の揃 った幼植物 をワグネル ポ ッ トに移植 して,同 じグロースチ

ェンバー内で通気水耕栽培 した。1997年 は1/5000a深 型ポ ッ ト(容量7L),1998年 は1/2000a

ポ ッ ト(容量13L)を 使 用 し,水 耕液 は窒素成分以外 は赤尾 ・河内(1989)の 水耕液 の組

成を用い,播 種33日 後(開 花始)ま では1/2倍 濃度で,そ れ以降は標準濃度で使用 した。

無機態窒素 として硝酸カ リウムを与え,水 耕液の硝酸態窒素濃度 は1997年 は生育期間を

通 して5mol m-3,1998年 は播 種33日 後 ま で5mol m-3,そ れ 以 降 は10mol m-3と した。

水耕 液 は1997年 は2日 ご とに,1998年 は7日 ご とに交換 した。

3)調 査 方 法

1997年 は播 種33日 後(開 花 期,R2)と102日 後(子 実 肥 大期,R6)に 各 品種 ・系統4

ポ ッ トず つ を採 取 した。1998年 は播 種33(R2),54(R3),75日 後(R5),及 び成 熟期(R8,

エ ン レイ播 種127日 後,作 系4号 播 種141日 後)に 各 品種4ポ ッ トず つ を採 取 して ,部 位

別 乾 物重,形 態 的形 質等 を調 査 した 。

結果

1)地 上部 の生長

1997年 の結 果 で は,播 種33日 後(R2)に お け るEn6500とEn-b0-1の 地上 部 乾物 重 は

エ ン レイ に比べ て顕 著 に劣 った が,作 系4号 はエ ン レイ 比93%で ,有 意 差 はな か った(表

2-3)。また,播種102日後の作系4号の地上部重はエンレイ比140%と優り,En-b0-1

とEn6500が 小 さかったの と対照的であった。1998年 も同様に,播 種33日 後及び54日 後

における作系4号の地上部全重及び茎葉重はエンレイより劣ったが,播種75日後



表2-3 根粒非着生条件 下におけるダイズ品種 ・系統の諸形質(1997年)

1)播 種後 日数

2)か っ こ内は標 準誤 差(n=4)。



エ ン レイ よ り優 っ た(図2-11)。

2)分 枝 の発 達

1997年 の播種102日 後 の分枝節数はEn6500とEn-b0-1で は顕著 に劣 ったが,作 系4号

はエ ンレイ比108%と 優る傾 向にあった(表2-4)。1998年 には,エ ンレイでは分枝節

数の増加が播種後54日(開 花後約3週 間)で 頭打 ちになったが,作 系4号 では分枝節数

の増加,す なわち分枝の発達 と新葉の出現が さらに続き,成 熟期の分枝節数 はエン レイ比

157%で あった(図2-12A)。 なお,主 茎節数 もエン レイ よ り作系4号 が多 かったの

で(デ ー タ略),主 茎節数 と分枝節数 の和 である個体当た りの総節数 も作系4号 がまさっ

た。

3)根 の生 長

根 乾物 重 は,地 上部 乾物 重 よ り品種 ・系統 間 差が 明 瞭 で あっ た。1997年 の播 種33日 後

(R2)における根乾物重は作系4号ではエンレイ比81%,En-b0-1では同57%,En6500

では同 3 6 % となった (表 2 - 3 ) 。また ,各系統の地上部重と根重の比 ( T / R 比 ) は E n - b 0 - 1

>En6500>作系4号>エンレイの順であった(表2-3)。播種102日後の根重は,作

系4号ではエンレイとほぼ等しくなったが,En-b0-1ではエンレイ比29%,En6500では26

%とエンレイとの差が拡大した。この時期のT/R比も播種33日後と同様に,En-b0-1と

En6500が 著 し く高 か った。

1998年 の根乾物重の推移 もこれ と類似 し,生 育 中期 の播種75日 後までの作系4号 の根

乾物重 はエ ンレイ よ り小 さかったが,成 熟期 にはエ ン レイ より大き くなった(図2-12

B)。

4)莢 実の生長

1997年 は成熟期以前 の播種102日 後の採 取で実験 を終了 した。1998年 の実験 において

は,作系4号の莢実重は播種75日後にはエンレイ比79%と小さかったが,その後逆転し,

成 熟 期 の莢 実重 はエ ン レイ比158%(図2-11),子 実 重 は 同133%(デ ー タ略)で あ

った 。

5)開 花期 ・成熟 期

1997年 の開花 期 は,エ ン レイ に比べ てEn6500とEn-b0-1で は1日 早 く,作 系4号 で は2

日遅 か った(表2-4)。1998年 にお い て は作 系4号 の 開花 期 はエ ン レイ よ り1日 遅 く,

成熟 期 は14日 遅 か った(デ ー タ略)。



図2-11根 粒非着生条件 下にお ける作系4号 とエン レイ の地上部部位別乾物重(1998年)。

縦線は標 準誤差(n=4)。



表2-4根 粒非着生条件下におけるダイズ品種 ・系統の諸形質(1997年)

1)播 種後 日数

2)か っ こ内は標 準 誤差(n=4)。



図2-12根 粒非着生条件下における作系4号 とエン レイの分枝節数(A)及 び

根乾物重(B)の 推移(1998年)。

縦線 は標 準誤差(n=4)。



考察

著者 らの既報(Takahashi et al.1995)の 結果では,開 花期(R2)に おける根粒超着生系

統En6500の 生育は根粒非着生条件下においてもエン レイ より劣 った。この劣 った形質が,

根粒超着生形質 と遺伝的に分離 でき,改 善可能なのか,あ るいは分離が困難 なものなのか

は,根 粒超着生系統の遺伝的改良を図る上で重要で ある。

本節 の根粒 非 着 生条件 下 にお いて,En6500が 持 つ 生育 量 の小 さ さは,En-b0-1で あ る程

度 改 善 され た が,En-b0-1も エ ン レイ に比 べ る と,生 育量,特 に根 量 が少 な か った(表2

-3) 。 一 方,作 系4号 で は,生 育 前 半 に は根 量 が エ ン レイ よ り少 な いが,生 育 後 半 に は

エ ン レイ よ り多 くな った(表2-3,図2-12B)。 また,茎 葉 重,分 枝 節 数 の推 移 が

示す よ うに開 花期 間 の栄養 生 長 量 が多 く(図2-11,図2-12A),か つ,開 花 期,

成熟 期 の 遅延 が認 め られ た(デ ー タ略)。

ダイズの根粒超着生系統の生長量,特 に根量が通常の品種 より少ないことは,品 種Bragg

やWilliams由 来の系統で多 く報告 され てい る(Day et al.1986,Gremaud and Harper 1989,

Ohyama et al.1993)。 また,マ メ科の ミヤ コグサで も同様に,根 粒超着生系統 は根粒非着

生条件 下で も主根 が短 く,分 枝根 数が多 く,根 の総 量が少 ない等 の異 常な特徴 を示す

(Wopereis et al.2000)。 これ らの根の小 ささが,根 粒超 着生系統の生育 と収量 を制 限 して

いる と考えられている。すなわち,根 粒超着生系統は窒素栄養 の相 当の部分 を固定窒素に

依存することができるが,窒 素以外の養分及び水 は根 か らの吸収 に全面的に依存す るので,

根量の大小がダイズの生育 に大きく影響す る と考え られ る。

本節 では根粒非着生条件下で作系4号 が通常の品種エ ン レイ以上の大 きな根量を持っ こ

とが示 された。 この特徴が従来 の根粒超着生系統 に比べ て作系4号 が高い乾物生産や多収

を示す こ とに大 きく関わっていると考 えられ る。

一方
,根 粒非着生条件下で,作 系4号 ではエン レイに比べ,根 量の多 さに加 えて開花期

間の茎葉の旺盛な生育や開花期 と成熟期 の遅延な どが見 られ た。 これ らはエ ンレイ と異な

る遺伝的背景 に基づいている と考え られ る。著者 らはそ の後 の実験 か ら,作 系4号 の花粉

親が タマ ホマ レであることを見いだ し(第1章 第2節),根 粒 を着生 させる条件下で作系

4号 が開花期以降に茎葉の生長 を優先 させ る特徴については,タ マ ホマ レに由来す る可能

性 があるこ とを指摘 した(第2章 第2節)。 本節で明 らかになった作系4号 の良好 な根系

発達 について もタマホマ レに由来 している可能性が考 えられ る。 タマホマ レとエ ンレイを



比較 した土耕 ポッ ト試験 の結果 では,成 熟期 における根+根 粒の乾物重はタマホマ レがエ

ン レイ より多か った(第2章 第2節,デ ー タ略)。 ともに通常の品種で あるタマ ホマ レと

エ ンレイの根粒重はほぼ同等 と考 えられ ることから,根 重そのもの もタマホマ レの方がエ

ンレイよ り多か った と推 察され,こ の形質が作系4号 に受け継がれ たもの と考 えられる。

以上の ように,根 粒非着生条件下でEn6500が 示 した生育量 の小 ささは,作 系4号 では

大き く改善 され,特 に生育後半にはエン レイ よ り大き くなる傾向を示 した。 これ らには根

粒超着生 とは別にタマホマ レ由来の遺伝的性質が関与 している と考え られる。 こうした性

質が根粒が着生す る条件 下で も機能 し,作 系4号 の生育収量の向上に影響 した と考 えられ

る。特 に,根 量の増大は養水分 の吸収能力を高めることによって,開 花期 間の旺盛な茎葉

の生育 を可能 に し,高 い窒素固定能力の活用 を通 じて,高 い収量性 を可能に した と考え ら

れ る。 これ らの結果は,根 粒超着生系統に通常品種を掛 け合 わせるこ とによ り,生 育,特

に根 の生育を大幅に改善す ることができるこ とを示 した最初 の例である。

第4節 後作への効果

ダイズの根粒超着生系統が持つ有用性の一っ として,収 穫後の土壌 中に窒素を残 し,後

作物 の生育を改善す る効果が提唱 されている(Hansen et al.1989)。 この効果 について,Song

et al.(1995)は,根 粒着生数が通 常品種の2倍 程度の中間的根粒超 着生系統 は後作 のオオ

ムギの子実収量やエ ンバクの乾物重を増加 させたが,根 粒着生数が通常の5～6倍 以上の

根粒超着生系統でこの効果が確認 されたのはエンバ クの乾物重の場合 のみであった として

いる。一方,Bragg由 来の根粒超着生系統PS55は 収量 は低いが後作のオオムギの収量を

増加 させ る効果があった と報告 されてい る(Zhao et al.1998)。 また,Maloney and Ophlger

(1997)は,系 統CM158由 来 の中間的根粒超着生系統 の後作 コムギの収量に対す る効果

はなかった としている。 このよ うに根粒超着生系統が後作の生育 ・収量 に及 ぼす影響につ

いては,結 果が分かれている。

本節 では新た に開発 した根粒超着生品種作系4号 にっ いて,そ の栽培が後作の トウモ ロ

コシの生育,窒 素吸収等にお よぼす影響 を明 らかに しよ うとした。

材料及び方法



1)実 験1(1999年 ～2000年)

1999年7月2日 か ら前作 として,作 系4号 及びエ ンレイをポ ッ ト栽培 した。栽培方法

は第2章 第2節 と同様 である。なお,収 穫後,植 物体 の地上部はす べて取 り去った。処理

区 として,地 下部(根 と根粒)を 鯖で取 り去って,土 を同 じポ ッ トに再充填す る区(6反

復)と,地 下部を残 したまま土を撹拝 してポ ッ トに再充填す る区(4反 復)の2種 類を設

けた。後作である トウモ ロコシ用にP2O5,K2Oそ れ ぞれポ ッ ト当た り2,5gを 基肥で施用

し,窒 素は施肥 しなかった。

トウモ ロコシの栽培 については,2000年 の7月13日 に品種 「パイオニア33G26」(118

日タイプ)を 播種 し,出 芽後間引いて,1ポ ッ ト1本 立 とした。通常は網室,雨 天時はガ

ラス室内で栽培 し,水 は十分与 えた。前作 のダイズ栽培時 と同様に,養 分が流亡 しないよ

うに受皿を敷いて,排 水孔 より流出 した水はポ ッ ト内に戻 した。

生育 中に草丈を測定 し,成 熟後には地上部 を刈 り取 り,75℃ で48時 間乾燥後,乾 物重

を測定 した。また,試 料 を微粉砕 した後,酸 素循環燃焼-ガ スクロ分析方式 による窒素炭

素分析装置(ス ミグラフNC-800,住 化分析セ ンター)で分析 し,窒 素含有率を求めた。

2)実 験2(2002年 ～2003年)

前 作 ダイズ に つい て は,2002年 の7月2日 か ら作 系4号 とエ ン レイ を栽培 した。 栽培

方 法 は 第2章 第1節 に示 した とお り,深 型1/5000aワ グネ ル ポ ッ ト(容 量7L)を 用 い,窒

素施 肥 に は重 窒 素標識 硫 安 を使 用 した。収 穫 後,地 上部 と地 下部 を取 り去 り,同 一処 理 の3

ポ ッ トの 土壌 を混 合 ・撹 拝 して,1/5000aワ グネ ル ポ ッ ト(容 量3.3L)5ポ ッ トに3kgず

つ を充 填 した。 後 作 で あ る トウモ ロコシ用 にP2O5,,K2Oそ れぞ れ ポ ッ ト当 た り2,5gを 基

肥 で施 用 した 。

トウモ ロコシの栽培については,2003年 の6月26日 に品種 「パイオニア3352」 《118

日タイプ)を 播 種 し,そ の他 の管理 は実験1と 同様 に行 った。

調査は実験1と 同様 に,生 育 中には草丈 を,成 熟後には地上部及び地下部の乾物重 と植

物体 の窒素含有率を測定 した。さらに,安 定 同位体比測定用質量分析計(DELTA plus XP,

サーモ フィニガ ン社)を 用いて試料中の窒素 の質量 を分析 し,ト ウモ ロコシ植物体 中の窒

素の うち,前 作 ダイズに施用 した重窒素標識肥料の割合 を算 出した。

3)実 験3(2004年)

前作ダイズについては2004年 の3月29日 か ら作系4号,エ ン レイ,根 粒非着生系統

Enl282及 び タマホマ レを栽培 した。栽培方法は第2章 第2節 と同様 である。収穫後,地



上 部 と地 下部 を取 り去 り,土 壌 を撹 拝 して,同 じポ ッ トに再 充填 した。 後 作 トウモ ロ コ

シ用 にP2O5,K2Oそ れ ぞ れ ポ ッ ト当た り2,5gを 基 肥 で施 用 した。

トウモ ロコシ の栽培 につ いて は,2004年 の7月31日 に品種 「パ イ オ ニア ・デ ィアHT」

(88日 タイ プ)を 播 種 した。 そ の後 の管 理 と調査 は実験1と 同様 で あ った。

結果

1)実 験1(2000年)

後作の トウモ ロコシの草丈 をみる と,生 育時期や ダイズ根の持 ち出しの有無 にかかわ ら

ず,作 系4号 跡の トウモ ロコシの方が,エ ン レイ跡 より8～18cm高 か った(表2-5)。

根持 ち出 しの有無の差はなかった。

トウモ ロコシの成熟期の地上部乾物重 は,ダ イズ根の持 ち出 しの有無 にかかわ らず,作

系4号 跡 の方が,エ ンレイ跡 よ り大 きかった。根持 ち出 しの有無 による差はなかった(表

2-5)。

トウモ ロコシの成熟期の地上部窒素集積量は,ダ イズ根の持 ち出 しの有無 にかかわ らず,

作系4号 跡の トウモ ロコシの方が,エ ン レイ跡 より明 らかに多か った。根持 ち出 しの有無

の差は有意でなかったが,作 系4号 の場合には根 を持ち出さない場合 の方が多い傾 向にあ

った(表2-5)。

2)実 験2(2003年)

後作 トウモ ロコシの草丈は播種35日 後か ら76日 後に至 るまで,作 系4号 跡の方 がエン

レイ跡 より高か った(表2-6)。 また,両 品種 とも,ダ イズ栽培 時の窒素施肥量が多い

方が,ト ウモ ロコシの草丈が高かった。

トウモ ロコシの成熟期 の地上部乾物重は,前 作ダイズの施肥量にかかわ らず,作 系4号

跡の方がエ ン レイ跡 よ り大きかった(表2-6)。 作系4号 跡 ではダイズ栽培時の施肥量

が多い方が トウモ ロコシの乾物重が大きかったが,エ ン レイ跡ではこの差は明 らかでなか

った。地上部 と地下部を合わせた全乾物重 もこれ と類似 した傾 向にあった(表2-6)。

トウモ ロコシの成熟期 の地上部窒素集積量は,前 作ダイズの施肥量にかかわ らず,作 系

4号 跡 の方がエン レイ跡 よ り有意に多かった(表2-7)。 両品種跡 ともダイズ栽培 時の

施肥量が多い方 が トウモ ロコシの窒素集積量が大きい傾 向にあったが,有 意な差はなか っ

た。地上部 と地下部を合わせ た窒素全集積量 も同 じ傾 向にあったが,ダ イズ栽培時の施肥



表2-5前 作 ダイズ品種の栽培が トウモロコシの生育に及ぼす影響(実 験1,2000年)

1)播 種 後 日数

2)か っ こ内は標 準誤 差(根 無:n=6,根 有:n=4)



表2-6前 作ダイズ品種の栽培が トウモロコシの生育に及 ぼす影響(実 験2,2003年)

1)播 種後 日数

2)か っこ内は標準誤差(n=5)



表2-7前 作 ダイズ品種の栽培が トウモ ロコシの生育 に及ぼす影響(実 験2,2003年)

1)前 作施肥 由来窒素集積量/窒 素全集積量の比率

2)か っこ内は標準誤差(n=5)



量が多い方 が有意に多かった(表2-7)。

トウモ ロコシが集積 した窒素の うち,前 作 ダイズに施用 した窒素肥料 に由来す る割合 を

調べた結果,前 作への窒素施肥量が0.6gで あった場合には,エ ン レイで4.5%,作 系4

号で4.7%に 過 ぎず,極 めて低かった(表2-7)。 前作施肥量が2.4gの 場合 には この割

合が上昇 したが,そ れで もエ ン レイで12.0%,作 系4号 でll.9%で あった。 また,作 系

4号 とエン レイ との間で違いは見 られなかった。

3)実 験3(2004年)

トウモ ロコシの草丈の推移 を図2-13に 示 した。播種40日 後頃か ら,前 作 ダイズ品

種が草丈 にお よぼす影響が明瞭になった。草丈 は作系4号 跡 ≒エン レイ跡 〉タマホマ レ跡

>En1282跡 の順 であった 。

トウモロコシの成熟期の地上部乾物重及び地上部 と根 を合わせた全乾物重 は,草 丈 と同

じく作系4号 跡 ≒エ ンレイ跡 〉タマホマ レ跡>En1282跡 の順であった(表2-8)。

トウモ ロコシの地上部窒素集積 量及び根 も合 わせた窒素全集積量 も草丈及び乾物重 と同

様の傾向を示 した。す なわち,作 系4号 跡 とエンレイ跡 とでは差がな く,タ マホマ レ跡で

はこれ らよ り若干少ない傾 向にあ り,En1282跡 では最少であった(表2-8)。

考察

3力 年 の実験 の うち,ダ イズの残渣 を地上部,地 下部 とも取 り去 った条件 下で比較す

ると,作 系4号 跡 の トウモ ロコシは実験1と 実験2で はエ ンレイ跡 に比べ て草丈,乾 物

重,窒 素集積 量がま さったが(表2-5,表2-6,表2-7),実 験3で はエ ンレイ跡

との差 が認 められ なか った(図2-13,表2-8)。 これまでの報告で も,根 粒超着生

系統 の栽培 が後作の生育 ・収量 に及 ぼす影 響については,結 果が分かれてい る。本節 の

場合,3つ の実験 の間で どの ような条件の差があったのか考察する。

要因 として考 えられ るのは,ダ イズ栽培時の作物体へ の窒素集積量や子実収量 の違い

による土壌中の残存窒素量の違 いである。植物体全体 の窒素集積量(落 葉,根 系を含む)

は,実 験2で は作系4号 はエ ンレイ比131%,実 験3で は143%で あった(第2章 第2節)。

実験1に は窒素集積量のデー タがないが,窒 素の約80%は 子実に集積するため子実収量

で比較す ると,実 験1で は作系4号 はエンレイ比119%,実 験2で は129%,実 験3で は134

%で あった。 この ように,実 験1,2に 比べて,実 験3の 作系4号 は子実収量のエ ンレ



図2-13前 作ダイズ品種 ・系統が トウモ ロコシの草丈 に及 ぼす影響(実 験3,2004年)

縦線 は標準誤差(n=5)



表2-8前 作ダイズ品種 ・系統の栽培が トウモ ロコシの生育に及 ぼす影響(実 験3,2004年)

1)か っ こ内 は標 準 誤 差(n=5)



イ比 が高 く,多 量の窒素 を集積 していた。 このため,土 壌窒素 と施肥窒素 をエ ン レイ と

同等 に吸収 し,後 作 のために残 した窒素量がエ ンレイ と変 わ らなか った可能性が ある。

逆 に実験1で はエン レイ に対す る増収率が比較的低 かったため,後 作の生育促進効果 が

実験1～3の 中で最 も大 きか った と考 え られ る。 この よ うに,後 作 トウモ ロコシの生育

は前作 ダイズの窒素吸収量に影響 され る。 しか し,本 節 の3っ の実験にお いて,作 系4

号はエ ン レイに比べて後作の生育を同等,あ るいはそれ以上 にす る効果を示す ことが明

らか となった。

実験3に おけるタマ ホマ レ跡 との比較では,作 系4号 跡 の トウモ ロコシの生育が若干

優 る傾 向にあった(図2-13,表2-8)。 タマ ホマ レ栽培時の子実収量や窒素集積量

は作系4号 に比べ て劣 っていたが,窒 素 固定量が作系4号 よ り少 ないために,よ り多 く

の土壌窒素及び施肥窒素 を吸収 したため と考え られ る。

実験1に おいて,前 作のダイ ズの地下部残渣 を残 した場合 と取 り除いた場合を比較 し

た。 その結果,両 者 に大 きな差はなかった が,作 系4号 にっいては地 下部残渣があった

方が,後 作の トウモ ロコシの窒素集積 量が多い傾 向にあった(表2-5)。 また,地 上部

の残渣 は本節 の実験ではすべて持 ち出 したが,実 際の圃場 にお いてコンバイ ン収穫 した

場合 には,子 実以外 の部分は圃場 に還元 され る。地上部,地 下部 をあわせた残渣部分 の

個体 当た り窒素集積量は,本 章第1節 の2002年 の実験結果では,作 系4号 の方がエ ンレ

イよ り55～72%多 かった。 これ らが土壌に還元 された場合,作 系4号 跡の方が土壌の窒

素肥沃度 が高ま り,後 作の生育にさらに有利 と考え られ る。

実験2に お いては,ダ イズに重窒素標識 窒素 を施与す ることに よって,後 作の生育 を

促進す るのが,前 作施肥 由来 の窒素 なのか,土 壌 由来 の窒素なのかを検討 した(表2-

7)。 その結果,作 系4号 跡 の トウモ ロコシは前作施肥 由来,土 壌 由来いずれ の窒素 も,

エン レイ跡 より24～33%多 く集積 していたが,作 系4号 跡にお ける トウモロコシ集積窒

素のエ ンレイ跡 と比べた増加分 は,6～12%が 施肥窒素 由来,88～94%が 土壌窒素由来

であった。す なわ ち,作 系4号 跡 では主 に土壌 由来の窒素 が後作物 の生育を促進 してい

る と考 えられた。



第3章 作系4号 の水 田転換畑における多収化栽培技術の開発

前章までに根粒超着生品種作系4号 を開発 し,次 の ような優れた特徴を明 らかに した。

研究所 内の普通畑圃場にお ける試験結果か らは,作 系4号 はエ ンレイ並の収量性が あ り,

収量水準が低い場合 にはエ ンレイ を越 える傾向にあることを明 らかに した(第1章)。 ポ

ッ ト試験の結果か らは,作 系4号 は開花期以降の全期間を通 じて窒素固定能力が高いこ と,

そのため子実肥大期 の葉 から子実への窒素の転流に伴 う葉の機能低 下が生 じにくく,光 合

成速度が高 く保たれ,生 育後期の乾物生産性 に優れ,子 実収量が高い こと,ま た,窒 素固

定量 が多い反面,土 壌窒素 と施肥窒素の吸収量が少ない傾向にあ り,土 壌中に窒素 を残す

ことで後作物の生育を改善す る効果があることなどを明 らかにした(第2章)。 これ らの作

系4号 の特徴は,従 来ほ とん ど認め られていなかった根粒超着生品種の農業での利 用を検

討す る価値があるこ とを示 してい る。

本章では,我 が国のダイズ作付 け面積の約85%を 占める水 田転換畑で作系4号 を栽培

し,そ の収量性 な どを検討す ることによ り,多 収化栽培技術の開発 を図った。第1節 では

作系4号 を耕起栽培 し,乾 物生産特性,収 量性 などをエ ンレイ と比較 した。 第2節 では,

水 田転換畑 における作系4号 の安定多収化 をさらに図るため,省 力的栽培法 として注 目さ

れ,か つ,初 期生育の劣 る作系4号 の短所 を補 うことが予想 された不耕起狭畦栽培に対す

る作系4号 の適応性 を検討 した。

第1節 水 田転換畑への適応性 の検討

作系4号 の圃場での収量性,乾 物生産特性 については第1章 第1節 において研究所 内の

普通畑(淡 色黒ボク土)で3ヶ 年検討 し,開 花期以 降の栄養生長量の多 さが初期生育量の

少 なさを補な うこと,収 量は従来の根粒超着生系統En6500に 比べて極 めて多収で,通 常

の品種エン レイ並みであ り,収 量水準が低い場合にはエ ンレイ と比較 して多収 を示す こ と

を明 らかに した。

ここで,わ が国のダイズ生産 の現状を見 てみ ると,2003年 度の全国のダイズ作付 け面

積151,900haの 内,85%に 相 当す る129,000haが 水 田転換畑で占め られている。 このため,

根粒超着生品種 の農業での利用 を考える上で,水 田転換畑 での検討は必須である。

そこで本節では作系4号 を茨城県南部の水 田転換畑現地圃場で2力 年耕起栽培 し,生 育



途 中の乾物生産特性,収 量性等 をエン レイ と比較 し,水 田転換畑への適応性 を検討 した。

材料及び方法

1)供 試 品種

根粒超着生品種作系4号,エ ンレイ,根 粒非着生系統En1282の3種 類を1997,1998年

の2力 年供試 した。

2)栽 培 方 法

栽培 方 法 の 概 要 を 表3-1に 示 した。栽植 様 式 は1917年 は畦幅60cm× 株 間10cm,1998

年 は 畦幅30cm× 株 間20cmで,2力 年 とも1株1本 立(裁 植 密 度m2当 た り16.7個 体)と した 。

化 成 肥料 でN-P2O5-K2Oを そ れ ぞれm2当 た り3,12,12g基 肥 で施 用 した。 播種 は1997年6

月15日,1998年6月24日 に行 った。1997年 は 中耕培 土 を実施 し,1998年 は無 中耕無 培

土 で栽 培 した。試 験 区の規模 は,1997年 は10m23反 復,1998年 は11m24反 復 で,い ず

れ も乱塊 法 で実 施 した。

3)使 用 圃場

本試験は茨城県稲敷郡新利根町南太 田の水 田転換畑現地 圃場(泥 炭土,山 土客土)で 実

施 した。なお,こ の現地では水 田期 間2年+畑 期間2年 の田畑輪換を実施 してお り,1997

年は畑転換2年 目の圃場,1998年 は畑転換1年 目の圃場 をそれぞれ使用 し,前 作物はい

ずれ もオオムギであった。

4)調 査方法

1997年 は開花期(R2)と 最大繁茂期(R3.5)に,1998年 は最大繁茂期に生育中の採取

調査を行 った。成熟期の収量等 の調査は,1997年 は1処 理 区につ き2.6m2,1998年 は2.9

m2に含 まれ るダイズを収穫 して行 った。

結果

1)生 育 ・乾物生産特性

作系4号 の開花期 はエン レイに比べて2～3日 遅 く,成 熟期はエン レイに比べて9～11

日遅かった(表3-2)。 作系4号 の主茎長はエンレイ よ り13～27%短 かったが,主 茎

節数はエンレイ よ り1.4節 多く,分 枝数,個 体 当た り分枝節数及び総節数はエ ンレイ と有



表3-1水 田転換畑におけるダイズの耕種概要

(茨城 県新利 根町現地 圃場。1197,1998年)



表3-2水 田転換畑におけるダイズ品種 ・系統 の形態的特性及び生育ステージの進行

(1997,1998年)

1)同一年の各項 目において,同 じアルファベ ッ トが付いていない平均値はTukeyのHSD

検定による5%水 準の有意差がある。

2)未 調査。



意差がなかった。

1997年 の作系4号 の地上部乾物重は,開 花期(R2)に はエ ンレイ比53%で あったが,

生育後期 の乾物生産が旺盛で,最 大繁茂期(R3.5)に は65%,成 熟期(R8)に は95%

となった(表3-3)。 すなわち,第1章 第1節 の普通畑 と同様 に,水 田転換畑における

作系4号 の生育前～ 中期 の生長量はエ ンレイ より小 さいが,後 半の旺盛 な生育によってエ

ン レイ との差が縮 まって成熟期 には同程度 となった。この傾 向は1998年 も同様 であった。

一方
,最 大繁茂期(R3.5)に おける作系4号 の葵実乾物重は,エ ンレイ よ り明 らかに小

さか った(表3-3)。1997年 の作系4号 の開花期(R2)の 葉面積指数(LAI)は エン レ

イ比52%と 小 さか ったが,最 大繁茂期にはエンレイ比81%が 確保 され,ま た,1998年

の最大繁茂期にはエ ンレイ比96%の 葉面積が確保 されていた。

1997年 の開花期か ら最大繁茂期までのRGR(相 対生長率)とNAR(純 同化率)は エ ン

レイ に比べて作系4号 の方が高い傾 向にあったが,有 意差は認 め られ なかった(表3-3)。

また,最 大繁茂期の葉の窒素含有率は,1997年 は作系4号 で5.08%,エ ン レイ4.63%,

1998年 は作系4号 で5.44%,エ ンレイ5.18%で,作 系4号 の方がエ ンレイ より高かった

(データ略)。

2)収 量特性

作系4号 の子実収 量は1997年 と1998年 ともエ ンレイ と有意差 がなかったが,比 較的低

収だ った1998年 にはエ ンレイ より勝 り,高 収だった1997年 には劣 る傾 向にあった(表3

-4)
。作系4号 はエ ンレイ に比べ着葵数はまさるが,百 粒 重が劣る傾 向にあった。

考察

水 田転換畑現地 圃場での作系4号 の生育の特徴は,研 究所 内の普通畑 の場合 と類似 して

いた。す なわち,作 系4号 の生育前期の生長 量はエ ン レイ よ り小 さいが,開 花期(R2)

以降,急 速な葉面積の拡大等 によって栄養生長量を確保 し,成 熟期 にはエンレイ と同程度

の乾物生産量を示 した(表3-3)。 作系4号 の子実収量は平均す る とエン レイ並であっ

たが,1998年 にはエン レイよ り勝 り,1997年 には劣 る傾 向にあった(表3-4)。 同時 に

供試 した根粒非着生系統En1282の 収量は,1997年 には271gm-2(エ ンレイ比53%)で あ

るのに対 して,1998年 には106gm-2(エ ン レイ比36%)と 低収であった。 これ は1997年

に比べて1998年 の転換畑 において,ダ イ ズに利用可能な土壌 由来 の窒素量が少 なかった



表3-3水 田転換畑 におけるダイズ品種 ・系統の乾物生産特性(1997,1998年)

1)同 一年 の各項 目において,同 じアル ファベ ッ トが付いていない平均値 はTukeyのHSD

検定に よる5%水 準の有意差がある。
2)未 調査。



表3-4水 田転換畑におけるダイズ品種 ・系統 の収量及び

収量構成要素(1997,1998年)

1)同 一年 の各項 目において,同 じアルファベ ッ トが付いていない

平均値はTukayのHSD検 定による5%水 準の有意差がある。



ことを反映 していた と考 えられ る。1997年 は転換2年 目,1998年 は転換初年 目の別の圃

場 であるため,転 換後の年数や その年次の気象条件 の差 に基 づ く土壌 窒素 の無機 化量の

違 い,及 び圃場 の元来の窒素肥沃度 の差等が,影 響 していた と考 えられ る。1998年 の よ

うな土壌窒素が利 用 されに くい低収条件 下で,作 系4号 はエ ンレイよ り収量が若 干上回

る傾 向にあったが,こ れは第1章 第1節 の普通畑 において,低 収年次 に作系4号 の収 量

がエ ンレイ よ り優 ったことと同様 の傾 向で あった。

普通畑の試験 と異なっていた結果は,主 茎長がエ ンレイ より短い ことであった(表3-

2)。 特に1998年 はエン レイ より16cmも 短かかったが,こ れ には この年の栽植様式が狭

畦(30cm)・ 広株間(20cm)で あったことが影響 した と推察 される。すなわち,広 株間で

は生育初期の個体間競合 が生 じにくいが,特 に初期生育量の小 さい作系4号 で この影響が

大き く,節 間伸長が少な くな り,主 茎長が短 くなった と考 えられる。

また,本 実験では,第2章 第2節 の1998,1999年 のポ ッ ト実験 とは異な り,作 系4号

の子 実肥大が長期 間続いて百粒重が大き くな ることはなかった(表3-4)。 生殖生長後

半にお ける百粒 重の増大は,シ ンクの大 きさ,す なわち,そ れ以前に確保 された粒数,着

英数 に影響 され るので,作 系4号 の着莢数が多かった本実験では,葉 の窒素含有率が高 く,

高い光合成能 を維持 できた としても,百 粒重 は増大 しに くかった もの と考え られ る。

以上の ように,水 田転換畑における2力 年の耕起栽培 において,作 系4号 は普通畑 と類

似 した生育 ・乾物生産特性 を示 した。収量性 もエンレイ にほぼ匹敵 し,特 に比較的低収の

条件 下ではエ ン レイ よ りやや多収傾 向を示 した。 しか し,作 系4号 の一層 の安定多収を確

保す るには,初 期生育量が小 さい等の短所 を補 うよ うな,作 系4号 に適 した栽培管理技術

を開発す る必要があると考えられた。

第2節 次世代型ダイズ栽培法:不 耕起狭畦栽培への適応性 と多収化技術

前節の結果を踏まえ,作 系4号 の一層の安定多収化のための栽培管理技術 として不耕起

狭畦栽培に着 目した。

不耕起狭畦栽培は,前 作の コムギ,オ オムギ等 を収穫 した後の水 田転換畑 を耕起せず に

ダイズを播種 し,し かも従来 よ り狭い畦幅で栽培 してダイズによる畦 間の遮蔽を促進す る

ことで雑草の発生を抑制 し,除 草 目的で もある中耕培 土作業 も省略す る栽培法である。 こ

の方法は,労 働時間やエネル ギー消費を節約 できる,梅 雨の合間の土壌水分が高い状態で



も播種作業がで きる,有 機物の過度 の消耗 が抑制 され るな どの利点を持った め注 目されて

い る(濱 田1993,浜 口1998,唐 橋1998,小 柳1998)。 しか し,不 耕起栽培は根域が浅 く

な る,土 壌窒素の無機化が抑制 され るな どが原因 とな り,土 壌窒素 が利用 されにくい側面

も持 っている。

このよ うな土壌窒素が利用 されに くい条件下では,根 が小型なが ら根粒が多量に着生す

る作系4号 は,高 い窒素 固定能力を活か して収量を向上 させることが期待で きる。また,

作系4号 は根が小型 なため,土 壌が乾燥 した場合 に生育抑制等の害を受けやすい と考え ら

れ るが,転 換畑 における不耕起栽培は,乾 燥時にも土壌水分が高 く維持 され る傾 向にあ り,

作系4号 に適 した栽培法 である と想定 され る。 さらに,狭 畦栽培は,畦 間を狭 くす るため

同一栽植密度条件 下では株間が広が り,初 期 の個体間競合が生 じに くく,初 期生育 を促進

する必要のある作系4号 に適す る可能性 がある。

本節ではこれらの技術を組み合わせ,水 田転換畑における作系4号 の多収化栽培技術の

開発を図った。

材料及び方法

1)試 験区の構成

(a)供 試品種

2000～2003年の4カ年,作系4号及びエンレイを供試した(実験1)。2004年には

作系4号 の花粉親であることが2003年 に判明 したタマホマ レを加 え,作 系4号 及びエ

ンレイ と比較 した(実 験2)。

(b)耕 起栽植 法

2000～2004年の5カ年,慣行栽培法と不耕起狭畦栽培法とを比較した。慣行栽培区

(以下,耕 起標準畦幅区 と呼ぶ)は 畦幅60cm,栽 植 密度約17本/m2で,ロ ー タ リーシ

ー ダで耕起 ・播種 し(耕 深約15cm)
,開 花前に中耕培土 を実施 した。不耕起狭畦栽培

区は畦幅30cm,栽 植密度約27本/m2で,農 研センター式不耕起播種機で播種 し,中 耕

培 土は行わなかった。 なお,両 栽培 法 とも機械播種のため,裁 植 密度は年次 によ り若

干異なった。

(c)窒 素施 肥 法

2000～2005年 の5力 年,施 肥 は2水 準 で 行 い,標 準施 肥 区に はN-P2O5-K2O:3-12-12(g



m-2)を 基肥 で施用 した。 窒 素増 肥 区 には標 準 施肥 に加 え,N1Ogm-2を 硫 酸 ア ンモ ニ ウム

で播 種2～3日 後 に畦 間 の表 面 に施 用 した。 ただ し,2000年 のみN12gm-2を 硝酸 ア ン

モ ニ ウムで施 用 した。

(d)畦 幅

不耕 起 条件 下 で のみ,不 耕 起 標 準畦 幅 区(60cm)と 不耕 起狭 畦 区(30cm)を2000,2001,

2003年 の3力 年 比較 した。

(e)栽植密度

2002年 には,不 耕起狭畦条件下でのみ,不 耕起狭畦標準密度 区(19本/m2)と 不耕

起狭畦 区(26本/m2)を 比較 した

以上のよ うに,品 種,耕 起栽植法,窒 素施肥法の3要 因を組み合 わせた試験 を毎年実施

し,年 次 によって畦幅,栽 植密度の要因を補足的に組み合わせた。2000年 ～2003年 は3

反復,2004年 は4反 復で実施 した。1区 面積は31～52m2で あった。

2)使 用 圃場

前節 と同様 に茨城 県稲 敷郡新利根町南太 田の水 田転換畑現地試験 圃場(泥 炭土水 田,山

土客土)で 実施 した。ここでは畑期間2年+水 田期間2年 の 田畑輪換 が行われているので,

2000年 は畑転換初年 目圃場(オ オムギ跡),2001年 は前年 と同一の転換2年 目圃場(コ ム

ギ跡),2002年 は前年 と異なる畑転換初年 目圃場(コ ムギ跡),2003年 は前年 と同一の転

換2年 目圃場(コ ムギ跡),2004年 には前年 と異なる転換2年 目圃場(オ オムギーダイズ

ーコムギ跡)を 使用 した.

3)播 種 日

2000年6月8日,2001年6,月26日,2002年6月21日,2003年6月27日,2004年6

月23日 で あ っ た 。

4)調 査方法

2000～2004年 は開花期(R2)と 最大繁茂期(R3.5)及 び成熟期(R8)の3回,2004年 は

開花期(R2)と 成熟期(R8)の2回,採 取調査を行った。採取面積 は生育途 中の調査は1区

約1.2m2,成 熟期調査は約3.6m2と した。採取 した植物体は75℃ で48時 間乾燥後,乾 物

重を測定した。子実収量,百粒重は水分1 5 %ベースで算出した。



結果

実験1:エ ンレイ と比較 した作系4号 の不耕起狭畦栽培への適応性(2000～2003年)

1)開 花期(R2)に おける生長量

m2当た り地上部 乾物重(以 下,乾 物重 と略す)は,同 一施肥条件 で比較す る と両品

種 とも耕起標準畦幅 区に比べて不耕起狭畦 区で大 きかった(表3-5)。 増加率 は,エ

ン レイでは4ヶ 年平均で29～33%で あるのに対 して,作 系4号 では131～136%と

著 しく高かった。不耕起狭畦区の栽植密度 は耕起標準畦幅区に比べ て約60%高 かった

ので,エ ンレイでは個体 当た り乾物重が18～21%減 少 したが,作 系4号 では密植 に

もかかわ らず,25～48%増 加 した。

窒素増肥によって両品種 とも乾物重が増加 した(表3-5)。 増加率はエン レイでは11

～14% ,作 系4号 では これ よ り高 く22～25%で あった。

品種間で比較す る と耕起栽植 法,施 肥法にかかわ らず,作 系4号 の方がエ ンレイ よ

り乾物重が小 さかった(表3-5)。

不耕起栽培 にお ける狭畦 区 と標準畦幅区を比 べる と,両 品種 とも狭畦 区で乾物重 が

増加 した(表3-6)。 増加率はエ ンレイでは23%,作 系4号 で29%で あった。

不耕起狭畦栽培 にお ける栽植密度が乾物重に及 ぼす影響は明 らかでなか った(表3

-7)
。

2)最 大繁茂期(R3.5)に おける生長量

不耕起狭畦 区 と耕起標準畦幅 区の乾物重 の差 は,開 花期に比べ て両品種 とも小 さ く

なった。作系4号 では不耕起狭畦区の方 が依然58～61%高 かったが,エ ンレイでは

差が10%以 下 になった(表3-5)。

窒素増肥 による乾物重の増加率は,作 系4号 では開花期 とほぼ同等の25～26%で

あったが,エ ンレイでは開花期 より差が小 さくなった(表3-5)。

品種間で比較す ると耕起栽植法,施 肥法にかかわ らず,作 系4号 の方がエ ンレイ よ

り乾物重が小 さかったが,両 品種の差は開花期 よ り縮小 した(表3-5)。

不耕起栽培 にお ける狭畦 による乾物重の増加効果は両品種 とも開花期 よ り小 さくな

り,有 意差がな くなった(表3-6)。

不耕起狭畦栽培 における密植 による乾物 重の増加は認め られず,減 少す る傾 向にあ

った(表3-7)。



表3-5水 田転換畑 における耕起 ・栽植 法及び施肥法が ダイズ品種 の生育収量に

およぼす影響(2000-2003年 の4ヶ 年平均)

1)品 種 間差:異 な るアルフ ァベ ッ トが付いた値 は,同 一施肥法の同一耕起栽植法条件 下で,5%

水準 の有意差 があ る(Bonferroni法,以 下同 じ)。

2)施 肥 法 間差:+印 が付 いた値 は,同 一 品種 の同一耕起 栽植 法条件 下で,5%水 準 の有意差 が あ

る。

3)耕 起栽植 法間差:*印 が付 いた値 は,同 一品種 の同一施肥法条件下で,5%水 準 の有意差 がある。



表3-6畦 幅が水 田転換畑の不耕起栽培にお けるダイズ品種の生育収量にお よぼす影響

(2000,2001,2003年 の3ヶ 年平均)

1)標 準畦幅60cm,狭 畦30cm。

2)施 肥法 を こみ に した平均値。

3)*印 が付 いた値 は,同 一品種 の畦幅 間に5%水 準の有意差 が ある(Bonfemni法,以 下同 じ)。

4)異 な るアルフ ァベ ッ トが付 いた値 は,同 一畦幅条件 下で,品 種間 に5%水 準 の有意差 があ る。



表3-7栽 植密度が水 田転換畑 の不耕起狭畦栽培 における

ダイズ品種の生育 ・収量にお よぼす影響(2002年)

1)栽 植 密度:標 準19本/m2,密 植26本/m2。

2)施 肥法 をこみ に した平均値。

3)両 品種 のすべての項 目にお いて栽植密度 間に有意差 はない

(Bonfemni法5%水 準)。

4)異 なるアル ファベ ッ トが付いた値 は,同 一栽植密度条件 下で

品種間差 に5%水 準の有意差があ る(Bonfemni法5%水 準)。



3)収 量及び収量構成要素

作系4号 の子実収量は,耕 起標準畦幅区に比べて不耕起狭畦区で顕著に増大 し,4ヶ

年の平均で標準施肥条件 下では41%,窒 素増肥条件下では51%増 加 した(表3-5)。

収量構成要素か らみて,こ の増収は着莢数 の増加 によるところが大 きく,窒 素増肥条件

下では一莢 内粒数 と百粒重 の増加 も影 響 していた(表3-5)。 一方,エ ンレイでは不

耕起狭畦栽培 による増収効果はなかった。

窒素増肥に よる増収は作系4号 の不耕起狭畦区でのみ見 られ,増 収率 は9%で あ り,

着莢数の増加 に起因 していた(表3-5)。

品種間で比較す る と,耕 起標準畦幅区ではエ ンレイの収量が高か った(表3-5)。

一方
,不 耕起 狭畦 区で は作系4号 の方が多収で あった。全処理区の中で最高値 を示 し

た不耕起狭畦 ・窒素増肥 区の作系4号 の収量(389gm-2)は,同 一栽培法のエ ンレイ(332

gm-2)よ り17%高 く,慣 行栽培法(耕 起標準畦幅 ・標準施肥区)の エ ンレイ(309gnｍ-2)

よ り26%高 かった。なお,不 耕起狭畦区で作系4号 の収量がまさったのは着莢数が多

いこ,とに起因 していた(表3-5) 。

不耕起栽培 における狭畦による増収は作系4号 でのみ認 められ,増 収率は9%で あ

り,着 莢数 の増加 に起 因 していた(表3-6)。

不耕起狭畦栽培 における密植 による増収効果 はなかった(表3-7)。

以上のように, 4カ年にわたる現地転換畑圃場における試験の結果,作系 4号は不耕

起,狭 畦,窒 素基肥増肥 を組み合わせ た栽培方 法の改善 によって初期 の生長量(開 花期

の乾物重)が 確保 され,そ れ に伴 って子 実収量 が増加 した。 図3-1に 示す よ うに,作

系4号 の開花期乾物重 と子実収量の間には直線 的な関係が認 め られた が,エ ンレイでは

この傾 向は認 め られなかった。

実験2:タ マホマ レを加 えて比較 した作系4号 の不耕起狭畦栽培への適応性(2004年)

1)開 花期(R2)に おける生長量

2004年 の各品種の不耕起狭畦 区のm2当 た り乾物重は,耕 起標 準畦幅区に比べて大き

かった(表3-8)。 その増加率はタマ ホマ レで40～67%,エ ンレイで37～52%で

あるのに対 して,作 系4号 では203～297%で,作 系4号 では差が顕著であった。2004



図3-1ダ イズ品種の開花期乾物重 と子実収量

(2000～2003年 の4力 年平均。不耕起 ・標 準畦幅
のみ2002年 不実施のため3力 年平均)。



表3-8水 田転換畑 における耕起 ・栽植法及び施肥法が ダイズ品種の

生育収量に及ぼす影響(2004年)

1)品 種間差:同 じアルフ ァベ ッ トが付いていない値 は,同 一耕 起栽植法 の

同一施 肥法条件下で,5%水 準の有意差 がある(Bonfemni法,以 下同 じ)。

2)施 肥法 問差:+印 が付 いた値 は,同 一品種 の同一耕起栽植 法条件 下で,

5%水 準の有意差があ る。

3)耕 起栽植 法間差:*印 が付 いた値 は,同 一品種 の同一施肥法条件 下で,

5%水 準の有意差があ る。



年 の不耕起狭畦区の栽植密度 は耕起標準畦幅区に対 して約90%増 で あり,タ マ ホマ レ

とエ ン レイ の不耕起狭畦区では耕起標準畦幅 区よ り個体 当た り乾物重が減少 したが,

作系4号 では密植 にもかかわ らず,個 体 当た り乾物重が増加 した(表3-8)。

乾物重 に及 ぼす窒素増肥 の影響は,不 耕起狭畦条件 下ではいずれの品種で も認 め ら

れた(表3-8)。 増加率はタマホマ レとエ ン レイでは共に16%で あったが,作 系4

号ではこれ らより大きく51%で あった。

品種間で乾物重を比較す る と,耕 起栽植法,施 肥法 にかかわ らず,作 系4号 が他の

2品 種よ り小 さかった。

2)収 量

作系4号 の子実収量 は,耕 起標準畦幅区に比べて不耕起狭畦 区で増大 し,標 準施肥

条件 下では79%,窒 素増肥条件 下では41%増 であった(表3-8)。 タマ ホマ レの標

準施肥条件 下においては耕起標準畦幅 区に比べて不耕起狭畦区で43%の 増収が認 めら

れた。 タマホマ レの窒素増肥区及びエン レイでは耕起栽植 法間に有意差 はなか った。

施肥法に よる収量差はいずれ の条件下でも認 められ なかった。

品種間では,耕 起標準畦幅条件 下においては作系4号 の収 量が タマホマ レ及びエ ン

レイに比 べて有意 に低 かった。 不耕起狭畦条件 下においては タマ ホマ レの標準施肥 区

の収量が最 も高 く,同 条件下の作系4号 の収量 との間に有意差があった。

考察

本節では,次 世代型省力栽培 法 として注 目され る不耕起狭畦栽培法への作系4号 適応性

を検討 し,こ の栽培法に よるさらな る多収化技術の開発 を目指 した。

作系4号 の短所 として,生 育初期か ら前期の生長量が小 さいことが挙げ られ るが,い く

つかの栽培方法の改善に よって開花期の乾物重を確保す ると,そ れ に伴 って子実収量が増

大す る傾向が作系4号 では認め られ,エ ンレイでは この傾向は明瞭 でなかった。以下,そ

れぞれの栽培法が初期の生長量 と収量に与えた影響を中心に考察す る。

1)不 耕起栽培の影響

作系4号 は生育初期の生長量が小 さいが,そ の程度は年次や 圃場に よって異な り,特 に,

少雨 ・乾燥時 にこの現象が強まる傾 向が観察 された。根粒 が着生す る条件 下では作系4号



の根 量はエ ン レイに比べて少 ない(第2章 第2節)。 このこ とか ら,特 に根 が未発達な生

育初期 に土壌が乾燥 した場合,作 系4号 はエ ンレイ よ り水分ス トレスを受 けやすい と考 え

られ た。

今 回使用 した新利根 町の圃場 にお いて,土 壌の乾燥時には不耕起 圃場の方が耕起圃場 よ

り土壌水分が高 く保たれる とい う結果が得 られ てい る(伊 藤 ら未発表)。 本節の実験にお

いて,作 系4号 の不耕起狭畦 区では耕起標準畦幅 区に比べて約2.3倍 の開花期乾物重があ

った(表3-5)。 不耕起狭畦区が耕起標準畦幅 区より約60%密 植 であったこと,及 び不

耕起 条件 下で狭畦 区が標準畦幅 区よ り約30%開 花期 乾物重が まさったこ とを差 し引いて

も,作 系4号 では不耕起 による開花期乾物重の増大効果があった と判断 された。 これ は,

不耕起圃場では下層か らの毛管上昇 により,根 が分布す る比較的浅い土層の水分が高 く保

たれたため と推 察された。水 田転換畑では多くの場合,深 い土層は比較 的湿潤であるので,

下層か らの水分上昇の効果が現れやすい と考 えられた。

一方
,耕 起標 準畦幅区で行 った中耕培 土が不耕起狭畦 区では省略 され たことも作系4号

の初期生長量増加 に効果があった と推察 され る。 中耕培土には,除 草効果,倒 伏防止効果

のほか,土 壌の通気性の向上や不定根等 の新根 の発 生を通 じてダイズの生育 ・収量の向上

に効果が ある とい う報告 が多いが(加 藤 ら1957,福 井 ら1959,石 井 ら1983),増 収効果

が認 められ なかった り減収 した とい う結果 も報告 されている(島 田1985)。

作系4号 の場合,少 ない根が ようや く伸長 したところに中耕培土 を行 うことによ り,根

が切断 されて養水分が極端に供給 されに くくなることが推測 され る。また,本 実験 では中

耕培土作業を一般品種 と同一方法で行ってい るため,初 期生育量の小 さい作系4号 の茎葉

は,1/3近 くが培土に埋まる場合があった。 さらに,作 系4号 は中耕培土時に畦間がほ

とんど遮蔽されてないため,中耕培土がかえって雑草の繁茂を助長して大幅な減収につな

がった年次(2003年)も あった。以上の よ うに,作 系4号 の生育に とっては慣行 の中耕

培土が逆効果になる場合が多い と考 えられた。

2)窒 素増肥の影響

基肥窒素の増 量施用によって,作 系4号,エ ンレイ とも開花期乾物重が増加 したが,そ

の効果 は作系4号 の方が顕著であった(表3-5)。 窒素増肥の効果 として,第 一にはい

わゆるス ター タ窒素 として,窒 素固定が本格的に機能 しない初期 の生育段階の生長 を促進

す ることが考 えられ る。 この効果が作系4号 とエ ンレイ に現れた と考 えられた。第二には



初期の根粒着生 を抑制 し,根 粒 への炭水化物供給を減少 させ ることに よって,作 系4号 の

栄養生長 を促進 した可能性がある。根粒超着生系統 ・品種 には,土 壌中の無機態窒素によ

る根粒着生阻害が生 じにくい性 質があるが,そ れにも限度が あり,高 濃度の無機態窒素 を

培地に与 えると根粒着生が抑制 され る(Takahashi et al. 1995)。

根粒超着生品種に期待 され る役割の一っに,高 い窒素固定能力 を活か して施肥量を低減

す ることがある。本節に示 した生育促進のための窒素増肥はこれには合致 しない。しか し,

窒素施肥 に極 めて反応 しにくい ことが,ダ イズ収量 の向上を困難 に している一大原因で あ

るので(桑 原1986),一 定の施肥によ り効果的に生育 ・収量が改善できるな らば,そ の利

用 も考慮 され るべきであろう。ただ し,本 実験では処理 の効果を明瞭にす る目的で多量の

窒素増肥 を行 っているが,今 後は施肥量や,よ り株元に近づける等の施肥位置 の検討 を通

じて,増 収効果 を維持 しながら施肥量を減 らす ことが重要 と考える。

3)不 耕起条件下における狭畦栽培の影響

作系4号,エ ンレイ とも,不 耕起狭畦 区では不耕起標準畦幅区よ り開花期乾物重 が増加

した。ただ し,そ の程度 は作系4号 の方 が顕著であった(表3-6)。 同一栽植密度条件

下では狭畦にす ることによ り株 間が広が り,株 間競合が生ず る時期 を遅 らせることができ

るので,初 期生長量の増大に効果が あった と考えられた。また,雑 草防除の観点か らは,

畦間は早期に遮蔽 され ることが望まれるが,特 に初期生長量の小 さい作系4号 では,こ の

点で も狭畦の方が有利 と考えられた。

4)不 耕起狭畦条件下における密植の影響

不耕起狭畦条件下にお ける密植 は生長量増加及び増収 に効果が認め られなかった(表3

-7)
。本実験は,播 種 は大型機械で行 い,不 耕起播種は通 常の播 種に比べて 出芽 ・苗立

ちが不安定になることがあるため,播 種量を多めに設定 した。結果 として,4力 年 を通 じ

て不耕起狭畦区は耕起標準畦幅区 より60%程 度の密植 となったが,2002年 の試験の結果

では上記 のよ うに密植 による増収は認め られなかった。 このことと倒伏 防止の観点か ら,

不耕起播種 にお ける出芽率の不安定性を考慮 した として も,播 種量 を標準栽植密度 に近づ

ける方が望ま しい と考え られた。

5)作 系4号 の収量性



2000年 か ら2003年 の4力 年平均で作系4号 の収量をエンレイ と比較する と,耕 起区で

は劣 ったが,不 耕起狭畦区では逆にエンレイ より収量が優 り,最 も多収の不耕起狭畦 ・窒

素増肥区では同 じ栽培法のエン レイ より17%,慣 行栽培法のエ ンレイ より26%多 収にな

った。

一方
,2004年 のタマホマ レを含 む試験で は,作 系4号 の不耕起狭畦 ・標準施肥区の収

量は タマホマ レよ り劣 り,エ ン レイ との収 量差 もみ られ なか った。2004年 の試 験でタマ

ホマ レの成熟期は作系4号 より11日 遅 かった(デ ー タ略)。 第2章 第2節 のポ ッ ト試験 で

成熟期 の遅いタマホマ レよ り作系4号 の方が多収であったよ うに,成 熟期のみが収量を決

めるわけではないが,生 育期 間が長い ことは収量性 に対 して有利 に働いた と考え られ る。

また,2004年 の作系4号 の不耕起狭畦 ・窒素増肥区の開花期乾物重は,2000～2003年 の

4力 年平均値 と比べても高かった ことか ら,こ の区で作系4号 の収量が伸びなかったこ と

は,開 花期以降の生育に原因が ある と考え られる。2004年 は10,月 上旬は降水量が多 く日

照が少なかったが,こ のよ うな気象条件 のた めに,子 実肥大期に光合成能が高い作系4号

の特長が活か されなかった可能性 が考 えられた。

以上の ように,水 田転換畑 における作系4号 の不耕起狭畦栽培へ の適応性 及び安定多収

化技術 を検討 した結果,作 系4号 には不耕起狭畦栽培へ の適応性 があると判断 された。作

系4号 では初期 の生長量(開 花期の乾物重)の 増大に伴 って子実収量が増大す る傾 向が認

められ(図3-1),土 壌水分 が高 く保 たれ る不耕起条件,同 一裁植密度 では株 間が広い

ため初期生育の個体間競合が緩和 される狭畦条件,初 期生育 を促進 し根粒の過剰着 生を抑

制す る窒素基肥増肥栽培法を組み合 わせ るこ とによ り,初 期生長量が増大 し,慣 行の耕起

栽培法 よ り顕著に多収になることが明らか となった。これ らの栽培法の組み合 わせによ り,

作系4号 の収量は4力 年平均で同 じ栽培法のエ ンレイ よ り17%,慣 行栽培法のエ ンレイ

よ り26%多 収 になった。 しか し,年 次によっては不耕起狭畦栽培 に よって もエ ン レイ と

の収量差がなく,タ マホマ レの収量 に及 ぼない場合があった。 このため,作 系4号 をエ ン

レイや タマホマ レに替えて普及 させ るには,不 耕起狭畦栽培 における収 量性 だけでは優位

性が若干弱 く,さ らに,後 作への影響,熟 期 の違い,子 実 中のカ ドミウム含有率 の低 さ(Arao

et al. 2003)等 を総合的に考慮 して判断することが重要 と考 えられた。



総合考察

(1)根 粒超着生品種開発 の意義

多収 のた めに窒素 を多量に集積す る必要 があるダイズにお いて,窒 素固定を活用す る

手段 として注 目されたのが,1980年 代半ばか ら各国で作 出された根粒超着生系統のダイ

ズである(Caroll at al. 1985, Gramaud and Harpar 1988, Akao amd Kouchi 1992)。 これ らの系

統は,通 常の品種 に比べ て数倍以上の根粒 を着生す るので,こ れ に基づ く高い窒 素固定

能力 を実際の農業にお けるダイズの多収化や後作のための土壌窒素の保存に活用す るこ

とが期待 された。

し か し,こ れ ま で 作 出 さ れ た 根 粒 超 着 生 系 統 の 生 育 ・収 量 は 通 常 の 品 種 に 及 ば な か っ

た(Herridge et al. 1990, Wu and Haper 1991, Hussain at a1. 1992, Pracht et al. 1994,Song at al.

1995, Zhao et al. 1998, Herddge and Rosa 2000)。 こ の 原 因 と し て は,多 量 の 根 粒 の 形 成,

維 持,窒 素 固 定 の た め に 炭 水 化 物 を 消 費 す る こ と や,根 粒 の 多 量 形 成 と 引 き 替 え に 根 量

が 少 な く な る こ と等 が 考 え られ て い る(Gremaud and Halpar 1989, Hansen et al. 1989,

Ohyama at al. 1993, Takahashi at al. 1995)。 個 体 当 た り の 窒 素 固 定 能 力 も,生 育 の 前 期 に は

高 い が(Gramaud and Hanper 1989, Haider et al.1991),生 育 後 半 に な る と優 位 性 が 認 め ら れ

な い こ と が 報 告 さ れ て い る(Eskaw at al. 1989, Wu amd Hanper 1991, Day at al. 1986)。

根粒超 着生 と関わ りない劣 った形質 が生育抑制に関与 している可能性 もあることか ら

(Pracht at al-1994),根 粒超着生系統 と通常の品種 との交配も試み られたが,通 常の5～6

倍以上の真の意味での根粒超着生品種 の開発は これ まで世界的 に成功 していなかった。

根粒数が通常 の2倍 程度 の中間的根粒超着生系統か らは唯一,品 種 「Nitrobean60」がオ

ース トラ リアで開発 されているが,こ の品種 も広 く普及は していない。

ま た,根 粒 超 着 生 系統 が収 穫 後 の 土壌 中 に窒 素 を残 し,後 作 物 の生 育 を改 善す る効 果

にっ い て もい くつ か の報告 が あるが,効 果 の有 無 につ いて の結 果 が分 か れ てい る(Song et

al. 1995, Zhao et al. 1998, Maloney and Oplinger 1997)。

このように世界的に根粒超着生系統の農業的価値がほとんど認められていない状況下

で,生 育収量が大幅に改善された品種,作 系4号 が育成 された意義は大きい。作系4号

は第3章 第2節 で示したように適切な栽培方法を用いれば,通 常品種のエンレイ以上の

収量を得ることが可能である。作系4号 は根粒超着生系統に当初期待 された農業上での

利点を有すると考えられる初の根粒超着生品種である。作系4号 は現在,種 苗法に基づ



く品種登録を出願中である(出 願番号14688,品 種名 は 「関東100号 」 に変更予定)。

(2)作 系4号 の優れた基本的特徴

1)開 花期間の栄養生長

作系4号 の収量改善の一要因 として,本 研 究では栄養 生長 と生殖生長が並行 して進む開

花期 間中の茎葉 の生長量が増大 した ことが考 えられ た。開花期間の良好 な栄養生長 は,根

粒超着生系統の一般 な欠点であ る生育初期か らの多量の根粒形成 による生育前期の栄養生

長量不足 を補 う効果がある。藤 田 ・田中(1980)は,炭 水化物の ソースであ り窒素のシンク

である地上部の生育量の大小はダイズの窒素固定能 を制御す る重要な要因であると報告 し

ている。すなわち,地 上部 の生育改善によって,葉 面積 が増加す ることは,根 粒形成及び

根粒 にお ける窒素固定のために必要な光合成産物の ソースの増加 を意味 し,ま た着花 ・着

莢部位 である節数の増加 は,根 粒で固定 された窒素のシンクである莢数の増加 に密接に関

係 している。多量の根粒 の潜在 的窒素固定能力が引き出され るためには,一 定以上 の地上

部 の生育が確保 されることが必要 と考え られ,作 系4号 はこの点で優れていると考 える。

2)根 量

根粒超着生系統は一般 に根量が少ない。 ミヤコグサの根粒超着生系統は根粒非着生条件

下で も根 の総量が少ない等 の異常な特徴 を示す と報告 されているが(Wopareis at a1. 2000),

根粒非着生条件下で,エ ン レイ と遺伝的背景が近い と考 えられるEn-bO-1の 根量がエ ンレ

イよ り著 しく少 ない ことか ら,ダ イズで も同様の現象が生 じている可能性 がある。一方,

作系4号 は,根 粒非着生条件下ではエン レイを上回る根 量で あった。根の発達は養水分の

吸収 を通 じて,個 体全体の生育を左右す るので,根 量の増加が作系4号 の収量等の改善に

果た した役割 は大きい と考えられ る。

なお,作 系4号 の根量の増加 と開花期間中の旺盛 な栄養生長は,根 粒非着生条件下で も

見 られることな どか ら,花 粉親 タマホマ レ由来 の性質であると推察 された。 これ らの性質

が加わ ることで,根 粒超着生品種である作系4号 の持っ潜在的な高い窒素固定能力が発揮

されて,生 育,収 量の改善が可能 になった と考えられ る。

3)窒 素 固定能力

アセチ レン還元法による窒素固定活性や重窒素標識肥料 を用いた窒素 固定量の測定結果

か ら(第2章 第1節),作 系4号 はエン レイ に比べて個体 当た りの窒素固定能力 が顕著に

高いことを実証 した。 タマホマ レとはアセチ レン還元能等 の比較 を行っていないが,第2



章第2節 で示 した根粒非着生系統En1282の 窒素集積量 を使 って,差 引法によ り窒素固定

量を推定す ると,タ マホマ レ3.89gに 対 し作系4号 は4.55gと 多い ことがわかった。また,

作系4号 は通常の品種 より土壌窒素及び施肥窒素の吸収量が少ない ことから,タ マホマ レ

との窒素固定量の差は差 引法で見積 もられ るよりもさらに大 きかった と推察 され る。

この ような,作 系4号 の窒素固定能力 の高 さは,第2章 第2節 に示 したよ うに,特 に生

育後期のダイズの窒素要求量が高い時期 に,茎 葉 の窒素含有率や葉 のクロロフィル含有率,

及び光合成速度 がエ ンレイ,タ マホマ レよ り高い結果を もた らした と考 えられ る。 高い光

合成能が維持 され ることで,根 粒への炭水化物の供給 も確保 され るので,窒 素 固定能力 も

また高 く保たれ ると考えられ る。言い換 えれ ば,Sinclairとde Wit(1975)が 提唱 した 自

己破壊,す なわち子実肥大のために茎葉か ら大量の窒素が子実に転 流 し,光 合成能 をは じ

め とす るダイズの ソース機能が低下す る現象が,作 系4号 では生 じに くい と考 えられ る。

これ こそが,諸 作物 中で も窒素要求性の最 も高いダイズの収 量を向上 させ うる,作 系4号

の優れた特徴で ある と考 えられ る。

(3)作 系4号 の収 量性

では,実 際の収量性は どうであったであろ うか。第2章 第2節 に示 したよ うに,ポ ッ ト

試験 においては作系4号 はタマ ホマ レや エン レイ以上の子実収量を示 し,ポ テンシャル と

しての能力 の高 さが明 らかに された。一方,圃 場においては,年 次,圃 場 の種類,栽 培法

な どによ りエ ンレイ に比べて多収を示す場合 とそ うでない場合があった。 ポッ ト試験のよ

うに,土 壌水分,気 温等 の環境条件が良好 に保 たれ る場合には,作 系4号 は窒素固定の高

い潜在能力 を活 かせ るが,圃 場条件下では必ず しもその能力 を活かせない場面があると考

えられた。

第3章 第2節 では,省 力的栽培法 として注 目され てい る転換畑での不耕起狭畦栽培への

適応性を検討 した。その結果,① 土壌水分が高 く保 たれ る不耕起,② 同一裁植密度では株

間が広いため初期生育の個体 間競合が緩和 され る狭畦,③ 初期生育 を促進 し,根 粒 の過剰

着生 を抑制す る基肥窒素増肥栽培の三つ を組 み合わせて,初 期生長量を増大 させ ることに

よって,作 系4号 では同 じ栽培法のエ ンレイ よ り4力 年平均 で17%,慣 行栽培法のエ ン

レイ より26%多 収 になった。作系4号 の収量は初期生長量の増加 に したがって増加す る

特徴 を示 したが,こ の場合には高い窒素 固定能力を活かす ことがで きた と考え られ る。一

方,エ ンレイではこの傾 向は認め られなかったが,エ ンレイでは子実肥大期の窒素供給が



制限要因になっているためと推察 された。 このように,次 世代型省力栽培法 として注 目さ

れている不耕起狭畦栽培 においては,作 系4号 の能力を十分発揮でき,エ ン レイを超える

収量が得 られ ることが示 された。

一方
,圃 場 におけ るタマ ホマ レとの収量比較は,タ マ ホマ レが花粉親 と判 明 した後 の

2004年 に実施 した。1力 年 のみの結果 であるが,こ の試験では作系4号 のタマホマ レに

対す る収量の優位性 はみ られ なかった。タマホマ レは作系4号 に比べて晩生であるために,

収量性 に関 しては有利であ り,作 系4号 の子実肥大期の天候 不順 もあって,晩 生の有利性

を超 えるほ ど作系4号 の窒素固定の潜在能力が十分発揮 されなかった と考え られた。

(4)作 系4号 の収 量性 以外の優位性

1)熟 期

では,タ マホマ レに対 して収量性以外に作系4号 の利点はあるであろ うか。その一っ と

して,熟 期の早 さが挙げ られ る。研究所内圃場にお ける3力 年平均値では,タ マホマ レの

成熟期11月5日 に対 して,作 系4号 は10月27日 と9日 早かった。農業現場で普及 して

きているコンバイン収穫では,脱 粒性を高め,茎 の水分 による汚粒発生を防 ぐため,成 熟

期 よ り10日 か ら2週 間程度遅 く収穫す る必要がある。 上記の成熟期か ら関東地方での コ

ンバイ ン収穫適期 を推測す ると,作 系4号 では11月6～10日 であるが,タ マホマ レでは

11月15日 ～19日 となる。ダイズーコムギの作付 け体系は広 く採用 されてい るが,関 東

地方 のコムギの播種適 期は11月 上～中旬 とされている。 ダイズの収穫や コムギ播種に数

日要す ることを考慮する と,作 系4号 な らばコムギの適期播種が可能だが,タ マホマ レで

は困難 と考え られ る。

2)豆 腐適性

国産大豆の約50%は 豆腐,油 揚げに使 われてお り,豆 腐用 としての適性 は品種 の重要

な評価基準である。 タマホマ レは子実の タンパ ク質含有率が低いため,豆 腐収率が低 く,

固ま りに くいので,豆 腐製造業者 の評価 が低い。2002年 におけ る作系4号,エ ン レイ,

タマホマ レの子実のタンパ ク質含有率を示 したのが表4-1で ある。 圃場,播 種期の異な

る3条 件下で,作 系4号 はタマ ホマ レよ りタンパク質含有率が1割 程度高かった。 また,

豆腐用品種であるエンレイ と比較 しても高かった。

さらに,作 系4号 の豆腐用 としての適性 を検討す るため,2002年 と2004年 の2回,豆

腐店 に依頼 して作系4号 とエン レイの豆腐 を作 り,研 究所一般公開時の来訪者 を対象に,



表4-1異 なる2カ 所の研究所内圃場で収穫 した ダイズ品種の

子実 中の粗 タンパ ク質含有率(%)(2002年)

1)近 赤外線分析装置による測定値。窒素含有率×6.25で 算出。

2)研 究所内圃場 の記号,2カ 所 とも淡色黒ボク土普通畑。



品種名 を伏せて試食 に供 し,ど ちらが好 ま しいか選択 して もらった。その結果,硫 酸 カ

ルシウムを凝固剤に用いた2002年 には回答数429の 内の57.3%が 作系4号 を選択 し,塩

化マ グネ シウムを凝固剤 に用いた2004年 には回答数757の 内の70.5%が 作系4号 を選択

した。豆腐適性 としては消費者 の好みだけでな く,豆 腐 収率や凝 固 しやす さ等,豆 腐製

造業者 にとっての適性 も重要であるため,今 後の詳細な検討が必 要ではあるが,計1200

名近 くが参加 した試食 において,豆 腐適性 が高 い とされ るエン レイ よ り作系4号 の豆腐

が好 ま しい と選択 した人が明 らかに多かったこ とは,作 系4号 の豆腐用品種 としての高

い適性 を示 している と判断できる。

3)後 作への影響

根粒超着生ダイズ品種 に期待 され る,も う一つの利点である後作 に及ぼす影響 について

は,ダ イズの残渣 を除いた条件下での実験で,作 系4号 栽培時のエ ン レイに対す る増収率

が約3割 以下な らば,作 系4号 跡 の トウモ ロコシの生育 の方 がエン レイ跡 よ り優 る傾 向が

示 された(第2章 第4節)。 また,作 系4号 の残渣中の窒素量はエ ンレイ よ り多いので(第

2章 第1節),残 渣が土壌が還元 され る場合 には作系4号 跡 の優位性が増す と考 えられ る。

これ らの結果は条件 の整 えられたポッ ト試験の結果であるので,後 作に対す る効果につい

てはさらに圃場 で検討 していく必要がある と考える。

以上の ように,本 研究ではダイズの安定多収化 を 目的 として根粒超着 生のダイズ新品種

を開発 し,そ の特性 を検討 した。その結果,新 品種作系4号 は,高 い窒素固定能力 と生育

後期 にクロロフィル含有率,光 合成速度 が低下 しに くい等の特徴 を持ち,通 常の品種以上

の子実収量が得 られるこ とをポ ッ ト試験 で明 らかに した。 さらに,水 田転換畑 での圃場試

験においては,次 世代型栽培法である不耕起狭畦栽培への適応性が高い ことと多収化栽培

技術 を明 らかに した。 この品種の実用化 のた めには,耐 病虫性,用 途別 品質な ど,さ らに

広範 な検討が必要であるが,こ れ まで農業的価値が顧み られ なかった根粒超着生形 質の実

用化への道 を開いた意義はたいへん大きい と考える。



摘要

本研究では,第1章 において,既 存の根粒超着生系統En6500の 根粒超着生形質 を維持 しな

が ら,そ れ以外の劣 った形質を改良 して農業的実用性 を高めたダイズ品種の開発 を図った。第

2章 において,第1章 で作出 した根粒超着生ダイズ品種 「作系4号 」の詳細な特性 の解明を図

った。第3章 において,我 が国のダイズ作付け面積 の大部分 を占める水 田転換畑への適応性 を

検討 し,さ らに,省 力的でかつ土壌有機物の保持効果が想定 され る次世代型 の栽培法,不 耕起

狭畦栽培への適応性 とこの条件下での多収栽培技術 を明 らか にしよ うとした。得 られた結果の

概要は次 の通 りであ る。

第1章

著者 らの既報か ら,En6500の 生育 ・収量が劣 るのは,根 粒超着生性のみが原因でない

と考え られ たこ とか ら,原 品種エ ンレイ等 との交配に よりEn6500の 遺伝的改良を図 り,

新 しい根粒超着生品種作系4号 を開発 した。

(1)3ヶ 年の普通畑試験 において,作 系4号 はEn6500に 比べて極めて多収 であ り,収

量水準が低い場合にはエ ンレイ と比較 して も多収 を示す傾向にあった。

(2)作 系4号 の収量性改善の原因 として,1)子 実が正常 に充実 して百粒重 が増大 し

た こと,2)開 花期間の栄養生長量が多いため,初 期生育量が小 さいことが補われて,

着棊数が増加 した こと,3)葵 実生長期 において,比 較的高い葉 面積指数 と葉 の窒素

含有率が確保 され るため,光 合成産物の生産 とそれ をエネル ギー源 とす る窒素 固定の

増大が可能になったこ とが考 えられた。

(3)作 系4号 には開花期間の栄養生長等 にエン レイ と異なる性 質が見 られ たため,SSR.

マーカー分析 によって作系4号 の遺伝子型 を調べた。その結果,作 系4号 とエン レイ

との間で多型 を示すマーカーが多 く,育 成過程で 自然交雑が起 きた可能性 が考 え られ

た。そ こで,育 成経過 を再検討 し,花 粉親の可能性 のある品種 を含 めたマー カー分析

を進 めた結果,作 系4号 の母はエ ンレイ とEn6500の 交配後代で あるEn-b0-1で あ り,

父は タマホマ レであることが明 らかになった。



第2章

生育 ・収量 が改善 された根粒超着生品種作系4号 の生理 ・生態 的特性 をポ ッ ト試験 で

詳細 に検討 した。

(1)作 系4号 の個体当た りの窒素固定活性(ア セ チ レン還 元能)は 開花期以降の全期

間を通 じてエン レイ よ り高 く,特 に生育後期 にその差 が顕著であった。 また,全 生育

期間で積算 した窒素 固定量及び窒素 固定依存率 もエン レイ よ り大 きかった。一方,土

壌窒素吸収 量 と施肥窒素吸収量 はエ ン レイ よ り少な く,作 物残渣 に含 まれ る窒素量は

多かった ことか ら,作 系4号 の方が土壌 中の窒素保持の点で有利 なことが示唆 された。

(2)作 系4号 の葉 の窒素含有率は開花期 以降エ ン レイ よ り高 く,茎 の窒素含 有率は子

実肥大初期以 降高か った。葉 のクロ ロフィル含 有率はエ ンレイや タマ ホマ レでは子実

肥大初期 以降に急速な低下がみ られたが,作 系4号 では子実肥大後期 まで高い値 が保

持 された。葉 の高い窒素含 有率や クロロフィル含有率 を反映 して,子 実肥大期 におけ

る光合成速度 も作系4号 では他 品種 よ り高か った。作系4号 は子 実肥大期の窒素固定

能力が高いので,葉 か ら子実への窒素 の転流 に伴 う葉の機 能低下(い わゆる自己破壊)

が生 じに くい と考 えられた。 これ を反映 して,作 系4号 の乾物生産量 は開花期 までは

少ないが,子 実肥大期を中心 とした生育後期には多か った。 作系4号 の子実収 量及び

窒素全集積量はエンレイ及びタマホマ レ以上の値 を示 した。

(3)根 粒非着生条件下での水耕ポッ ト試 験の結果,既 存の根粒超着生系統En6500,En-b0-1

の地上部重及び根重はエ ンレイ より明 らか に劣 ったが,作 系4号 では開花期には若干

劣 るものの,生 育 中期以降はエ ン レイ よ りま さった。 また,作 系4号 はエ ンレイに比

べて開花期 と成熟期が遅れ た。 この よ うな特徴 は,花 粉親 の タマ ホマ レに由来 する と

推定 され,根 粒超着生品種 の欠点で ある茎葉 と根 の生育量の不足 を補い,生 育収 量を

改善す る効果があると考 えられた。

(4)作 系4号 栽培 が後作 に及 ぼす影響 を検討 した結果,作 系4号 栽培時の比較 品種 に

対す る増収率 が約3割 以下な らば,作 系4号 跡 の トウモ ロコシの生育 の方がエ ンレイ

跡,タ マホマ レ跡 よ り優 る傾 向にあった。作系4号 跡地の トウモ ロコシ吸収窒素の増

加分 は88～94%が 土壌窒素 由来であ り,特 に土壌窒素の後作への保持効果が作系4

号では高かった。以上はダイズの残渣 を除いた条件 下の結果 であるが,残 渣が土壌 が

還元 され る場合には残渣窒素量の多い作系4号 跡の優位性が増す可能性 が示唆 された。



第3章

根粒超 着生ダイズ品種 の実用化を図る上で,我 が国のダイズ作付 け面積 の85%を 占

める水 田転換畑へ の適応性 の検討 は必須である。茨城県稲敷郡新利根町 の現地転換畑

で作系4号 の収量性 と省力的栽培法 として注 目されてい る不耕起狭畦栽培への適応性

を検討 した。

(1)1997年,1998年 の水 田転換畑 における耕起栽培 では,作 系4号 はエ ン レイよ り初

期 生長量 が小 さいが,開 花期 間の栄養生長 量が多いために,生 長量が補 われて成熟期

にはほぼ同等 とな り,収 量 もエ ン レイ並であった。以上か ら,作 系4号 は転換畑栽培

に対 してエ ン レイ並の適性 を持つが,初 期 生長量が小 さい等 の短所 を補 うよ うな栽培

管理技術 をさらに開発す る必要があると考え られた。

(2)前 項の結果を受 け,水 田転換畑 にお ける作系4号 の一層の多収化 を図 るため,省

力的 でかつ土壌有機物 の保持効果が想 定 され る次世代型 の栽培法,不 耕起狭畦栽培へ

の適応性 と,こ の条件下での多収化栽培技術 を2000年 ～2003年 の4年 間検討 し,以

下の結果 を得た。1)不 耕起狭畦栽培条件下で,作 系4号 は慣行の耕起標準畦幅栽培

条件下 よ り開花期までの初期生長量が多 くなった。 不耕起狭畦に窒素基肥 の増量施用

を組み合わせ ることに より,作 系4号 の初期生長量は さらに増大 した。2)作 系4号

の収量は初期生長 量の増加 にしたがって増加す る傾 向を示 したが,エ ン レイで はこの

傾向は認 められなかった。3)不 耕起,狭 畦,窒 素増肥を組み合 わせ るこ とによって,

作系4号 の収量は4カ 年平均で同じ栽培法のエン レイ より17%,慣 行栽培法のエンレ

イ より26%多 収になった。4)作 系4号 は初期生長量が小 さく,特 に根量 が少ないた

め生育初 期の乾燥害 を受 けやす い欠点 を持つが,土 壌水分が高 く保 たれ る不耕起,同

一裁植密 度では株 間が広いため初期生育の個体 間競合が緩 和 され る狭畦栽培,初 期生

育 を促進 し根粒 の過剰着生 を抑制す る窒素基肥増肥栽培 を組 み合 わせ た結果,初 期生

長量が確保 され,生 育後期の高い窒素固定能が活か されて多収 になった と考 えられ る。

(3)2004年 に1ヶ 年,水 田転換畑にお ける収量性 をタマホマ レと比較 した結果,ポ ッ

ト試験 とは異な り,作 系4号 のタマホマ レに対す る収量の優位性 は認 められなかった。

タマホマ レは作系4号 よ り晩生 であるために,収 量性 に関 しては有利 であるが,こ の

圃場試験 では,葵 実形成期の天候不順 もあって作系4号 の窒素固定の潜在能力が十分

発揮 されなかった と考え られた。



ただ し,作 系4号 は タマ ホマ レと比較す ると,1)熟 期 が早いた めダイズ-コ ムギ

の作付け体系 に容易に導入 できる,2)タ マホマ レは子実のタンパ ク質含 有率 が低い

ため豆腐製造業者の評価 が低いが,作 系4号 の子実の タンパ ク質含有率は高い,3)

ポ ッ ト試験 の結果では,作 系4号 跡の方が タマ ホマ レ跡 より後作 トウモ ロコシの生育

が促進 され る傾 向にある,な どの利 点があ る。 したが って,品 種の選択 においては収

量性 のみ でな く,こ れ らの諸条件を総合的に考慮 して判 断す るこ とが重 要 と考 え られ

た。

以上を要するに,本 研究では,ダ イズの安定多収化を目的 として,既 存の根粒超着生系統の

欠点を改良して実用性を高めた根粒超着生品種作系4号 を世界で初めて開発 し,作 系4号 の種

々の生理 ・生態的特性を明らかにするとともに,水 田転換畑条件下での次世代型栽培法である

不耕起狭畦栽培への適応性 と多収化栽培技術を明らかにした。
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