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高 CO2 によるコメの増収効果は高温で低下
FACE（開放系大気二酸化炭素増加）実験で確認

大気中の二酸化炭素（CO2）濃度の上昇は、光合成
を促進し作物収量を増加させることが知られていま
す。しかし、その増収効果の程度や、増収効果がど
のような条件で変動するのかについては不明な点
が多く、将来の作物生産予測における不確実要因と
なっています。そこで、CO2 濃度を現在よりも約 50％

（200ppm）高めた屋外水田でコメを栽培する「FACE
実験」を、生育環境が異なる岩手県雫石町と茨城県つ
くばみらい市で行いました。

同一品種「あきたこまち」を用いた実験では、高 CO2

濃度処理により、平均で 13％の増収効果が得られま
した。しかし、増収効果は年次・地点によって異なり、
冷害年を除くと、生育期間の平均気温が高いほど増
収効果が低下し、温暖化条件では、高 CO2 濃度による
増収が従来の予測ほど大きくはならない可能性が示
されました。高 CO2 濃度による増収効果は品種によっ
ても異なり、つくばみらい市での実験では、8 品種の
増収率に3％から36％まで大きな違いがみられ、新
品種開発を通じて増収効果を高められる可能性が示
されました。このように、FACE 実験により、高 CO2 濃
度によるコメの増収効果は、温度条件や品種によって
大きく変動することが明らかになり、将来の温暖化・
高 CO2 濃度条件でのコメ収量の予測や、そのような
環境に適合した新品種開発のための貴重な情報が得
られました。

N2O（一酸化二窒素）は二酸化炭素の約 300 倍の
温室効果があり、最大の人為的発生源は農耕地であ
るため、その対策は重要な課題です。

東北大との共同研究により、根粒菌の中には N2O 
を窒素ガス（N2）に還元する酵素（N2O 還元酵素）の遺
伝子（nosZ）を持つものと持たないものがあり、nosZ
を持つ根粒菌の根粒は N2Oを除去できることを明ら
かにしました（図）。また、実際の圃場での削減効果に
ついて、N2O 還元酵素活性を強化したダイズ根粒菌

（nosZ 強化株）を用いて実証しました。
目的の根粒菌が形成した根粒か否かを確認するた

めの検定法を開発し、根粒菌の培養法とダイズへの
接種法を確立した後、N2O の発生量を自動計測でき
るライシメーター実験施設で接種試験を行いました。
nosZ 活性の無い土着の根粒菌が殆どである黒ボク
試験区では、nosZ 強化株のダイズへの接種により、
収穫後に根粒が分解し土に帰る際に発生するN2Oを
43％削減できることを確認しました。さらに実際の黒
ボク土圃場で、nosZ 強化株を用いることにより、収穫
後の圃場から発生するN2Oを47％削減できることを
実証しました（図）。本成果は、世界で初めて微生物利
用によるN2O の削減を圃場規模で実証したもので、
将来の実用化が期待されます。

世界初！微生物で温室効果ガス削減実証
根粒菌による一酸化二窒素の削減をダイズ畑で実証

新規に開発したダイズ根粒菌によるN2O発生の削減
N2O還元酸素を持たない土着根粒菌の場合は、ダイズ根粒が崩壊する際に
N2Oを多く発生しますが、開発した根粒菌は、N2OをN2（窒素ガス）に変換し
ます。

水田でのFACE実験とコメの増収効果
高CO2濃度処理による「あきたこまち」の玄米収量の増加率は、生育期間の
平均気温が高いほど低下した。
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新規に開発した根粒
菌の接種によりダイ
ズ収穫後のN2Oの発生
を削減できます

～気候変動対策に貢献する研究～
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調査地と境木の例
（a）茨城町のウツギ、（b）結城郡八千代町のマサキ。

土壌抽出液とキチンで誘導される青色抗生物質
キチンあるいは土壌抽出液を単独で添加しても青色の抗生物質アクチノ
ロージンの生産は高まりませんが（左および中央）、両者が共存すると培地
は濃い青色となり（右）、青色抗生物質アクチノロージンの生産が認められ
ました。

畑地域に残る境木の多様性と地域性

ヨーロッパでは畑地境界に利用される生垣が、鳥
類、哺乳類、蝶類など多様な生物群の保全に寄与す
ることが知られています。日本では全国各地の畑地
で境界の目印として境

さかいぎ

木が植栽されています。それ
らには、境界の維持、祭事における花木としての利用
のほか、地域生物相に対する保全効果も期待されま
すが、現時点では植栽の実態さえよく分かっていませ
ん。そこで、茨城県の台地上の畑地域を等間隔に177
区に分けて調査しました。その結果、2001 個体、50
種の境木を確認しました。植栽されていた樹種はウ
ツギ（60.7％）が最も多く、次いで、カマツカ（8.8％）、
マサキ（7.7％）、チャノキ（6.8％）、クワ（4.6％）、エノ
キ（4.2％）の順となりました。ウツギは全調査区の
90％以上で観察され広く分布していましたが、特に那
珂川と恋瀬川に挟まれる地域に多く、またマサキは那
珂川より北の地域に、チャノキは小貝川より西の地域
に多いなど、各樹種は河川で分断される特定の台地
に多く分布する傾向が見られました。今後、全国各地
に見られる境木の分布や利用実態の把握、またこれ
ら境木が地域生物相の保全に果たす役割の検証が
必要です。

放線菌は、他の生物の生育を抑える抗生物質を生
産することで有名で、これまで人類が手にした抗生物
質の 3 分の 2 は放線菌から得られたものです。しか
し、放線菌の遺伝情報（ゲノム）には、まだまだ人類に
知られていない多くの抗生物質生産遺伝子群が存在
していることが遺伝子の配列解析から明らかになっ
てきました。たとえば、最初に全ゲノム配列が明らか
にされた放線菌では、二十数個にも及ぶ抗生物質生
産関連遺伝子群の存在が明らかになりましたが、この
うちこれまでその生産が知られていたのは、ほんの数
個でした。これらの抗生物質は栄養豊富な培地で得
られたもので、本来の住み家である土壌中では、もっ
と多くの異なる抗生物質が生産されていることが予
想されます。そこで我々は、放線菌を土壌中で培養し
土壌から直接 RNAを抽出してどのような遺伝子が発
現しているかを、この菌が持つ全ての遺伝子を固定化
したマイクロアレイと呼ばれる道具を用いて解析しま
した。その結果、放線菌のえさとなるキチンを土壌に
添加すると8 個の抗生物質生産遺伝子群が土壌中で
発現することが明らかとなりました。しかも、土壌中
には放線菌の抗生物質の発現を高める物質が存在す
ることもつきとめました。

本研究から、放線菌は土壌で栄養源となるキチン
の存在を感知するとキチンを分解する酵素ばかりで
なく他の微生物の生育を抑える抗生物質も生産する
という土壌中の生存競争に勝ち残るための巧妙な生
存戦略を有していることが明らかとなりました。

土壌中で発現する抗生物質生産遺伝子

（a）

（b）

～生物多様性および生態機能の解明～

キチン添加 土壌抽出液添加 キチン＋土壌抽出液 添加
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イオンビームを利用した低カドミウム
コシヒカリの開発

食品などを通じて一定の量を超えるカドミウムを長
年にわたり摂取し続けると、人体に有害な影響を引き
起こすことが懸念されます。特に日本人が食品全体
から摂取するカドミウムの約 40％は米に由来するた
め、米におけるカドミウム濃度を低減することは重要
です。コシヒカリの種子にイオンビームを照射するこ
とで、カドミウムをほとんど吸収・蓄積しない突然変
異体を開発しました。

低カドミウムコシヒカリの米におけるカドミウム濃
度は、カドミウム濃度の高い土壌で栽培しても、食品
衛生法の基準値（0.4 mg/kg）を大幅に下回り、従来か
ら広く流通しているコシヒカリに比べて3％以下にな
ります。

この変異体の収量や食味、その他の農業生産上重
要な形質（出穂時期、全長、稈長、穂数等の生育全般）
は従来のコシヒカリとほぼ同等です。また、この変
異体が持つ低カドミウム遺伝子を簡単に検出できる
DNA マーカーを開発しました。このマーカーを活用
して、通常の交配育種による日本の他のイネ品種への
低カドミウム遺伝子の導入が進行中です。

カドミウムによる水田土壌汚染は、アジアを中心と
した海外でも大きな問題となっており、今後は、それら
の国々での利用も期待されます。

従来、園芸作物の土壌病害虫対策に用いられた臭
化メチルは、大気中に拡散してオゾン層を破壊するた
め、国際的な取り決めにより全廃されました。現在は
クロルピクリン、D-D、ダゾメット等の土壌くん蒸剤が
多用されていますが、これらの農薬もガス化して周囲
へ拡散し人の健康への影響が懸念されるため、欧米
などでは厳しい規制が行われています。

人や環境に優しい土壌消毒技術が求められるな
か、低濃度エタノールを利用する新たな土壌消毒
技術を各地の試験研究機関、民間企業との共同で
開発し、実施マニュアルと技術資料を公開しました

（http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/ethanol/）。
この技術は、1％程度のエタノール水溶液で農地

を湿潤し、表面を農業用ポリエチレンシートで 2 週間
程度被覆するというもので、病原性の細菌、糸状菌、線
虫、土壌害虫、雑草の発生を抑制できます。低濃度の
エタノールそのものには殺菌効果はありませんが、エ
タノールをエサとする土壌微生物が増殖して酸素が
消費されることで無酸素（還元）状態となり、病原性の
土壌微生物などが減少・死滅し、その効果が得られま
す。この土壌消毒法に用いるエタノールは農薬には
該当しません。

この技術は、住宅や公共施設に隣接するなど、土壌
くん蒸剤の使用が難しい農地の土壌消毒に有効と考
えられます。今後、適用範囲の拡大や処理方法の最
適化を進めることで、園芸作物生産における土壌病害
虫防除への幅広い利用が期待されます。

人と環境にやさしい新たな土壌消毒技術
「低濃度エタノールを利用した土壌還元作用による 

土壌消毒」のマニュアルと技術資料を公開

低濃度エタノールを利用した土壌消毒のメカニズム

玄米と稲わらのカドミウム濃度
NDは定量限界値以下（<0.01mg/kg）を示す。n=5。
コシヒカリの玄米におけるカドミウム濃度に対して、低カドミウムコシヒカリ

（lcd-kmt1とlcd-kmt2）は97%以上の低減率を示しています。

～農作物汚染リスクの低減～

http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/ethanol/
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カメラ露出を考慮した
新たなデジカメ植生指数の開発

フィールドで土壌情報を簡単利用
−iOS/Android 用アプリ “e- 土壌図”の開発−

作物の生育不良をいち早く察知するには、平時か
ら生育状況を定期的に調査・記録する必要がありま
す。そこで、市販のデジタルカメラを使い、露出を考
慮した新たな植生指標を考案し、この植物指標から
作物の生育状況の時間変化を簡単に捉えることので
きる作物生育モニタリング手法を開発しました。水
稲（つくば市、富山市）、トウモロコシと大豆（米国ネ
ブラスカ州）を対象にした圃場観測試験を2007 年
～ 2010 年に行いました。定期的に取得された生育
調査データと、デジタルカメラから得られた 2 種類の
植生指数 NRBINIR、ev-CIgreen（図 1）を比較した結果、
NRBINIR はトウモロコシと大豆の地上部乾物重（子実
除く）と、ev-CIgreen はトウモロコシと大豆および水稲
の葉面積指数（LAI）と高い相関関係を示すことが確認
されました。この結果から、デジタルカメラから得ら
れた 2 種類の植生指数のデータを蓄積し、過去の調
査データと比較することにより、現在の作物生育状況
が容易に判断され、これを栽培管理に活用することが
できます。また、生育状況の広域調査を行う際に用
いる衛星画像の地上検証データとして利用すること
も可能です。なお、市販のデジタルカメラで使われ
ているセンサーの感度特性は製造メーカー・モデル
によって異なるため、本成果の活用にあたっては実測
データに基づく校正作業が事前に必要になります。

スマートフォンやタブレット端末の急速な普及と地
理空間情報を専門知識なしで活用できる技術の発達
により、フィールドで基盤地図情報を利活用しようとす
る試みが増えてきました。そこで、本研究では、フィー
ルドで土壌図などの土壌情報を簡単に検索でき、写真
やメモなどのデータを土壌図と関連付けて編集・共有
することができるiOS/Android用アプリ“e-土壌図”を
開発しました。

“e-土壌図”はiOS/Android用通信端末搭載GPSによ
り、土壌図を簡単に検索・表示できます。また、クラウド・
ストレージを活用することにより、写真や土壌診断結果
等も土壌図と関連付けてユーザーグループ間で共有
することができます。

作物生育に伴うデジカメ植生指数の季節変化
NRBINIR, ev-CIgreenは、それぞれ、植被率・地上部乾物重の季節パターンを反映
しています。図中の○、□は、日平均値、実線は7日間移動平均値を表します。

“e-土壌図”の操作画面とアプリロゴ
A； 一般地図上に土壌図とアプリ機能を表示：ユーザーの位置情報から農耕

地土壌図の表示と土壌の分類名を検索できます。
B； 衛星画像を背景図とした表示：用途に応じ背景図を一般地図か衛星画

像に切り替えることができます。
C； 土壌情報閲覧システムへ接続：システム内の情報が得られます。
D； 位置情報付きのメモや写真の編集画面。

～農業環境インベントリーの高度化～


