
要約 

  二酸化炭素を生物的に固定化する目的で、樹木に施肥や薬剤散布の要領で簡便に環境ス
トレス耐性を付与する要素技術の開発を検討した結果、初年度に以下の結果を得た。 
 
１）薬剤処理しない対照区の苗（ユーカリ）が生存できないような極端な環境ストレス下

でも、パクロブトラゾール及びウニコナゾール-Pにより予め処理した苗は、乾燥・高温・
低温の各ストレス耐性を示すことを明らかにした。しかし矮化作用（伸長阻害による副

作用）が生じた。ウニコナゾール-Pで環境ストレス耐性を付与された樹木（ユーカリ）
では、植物ホルモン類の量比が変化していることを見出し、薬剤によって植物ホルモン

類の代謝を制御することがストレス耐性付与に関わる可能性を示した。 
 
２）CO2 水による灌漑施肥実験を行った。樹木（ユーカリやアカシア）の生存率向上には
顕著な効果は無かったが、地上部及び地下部いずれの乾物重量も対照区（水）と比較し

て増加した。本要素技術によれば、樹木が不良環境下でもストレスを回避して光合成を

営み成長を維持させる作用がある可能性を示した。 
 
３）強光下でクロロフィル蛍光とガス交換を同時に測定するシステムが、その樹木が環境

ストレスを緩和できる能力の程度を数値で評価するのに有効であることを示した。 
 
４）根系から供給される二酸化炭素が葉の気孔から供給される二酸化炭素のように光合成

の炭素源として使われるかどうかを調べるため、13CO2 を用いてその取り込みと固定を

解析した。ユーカリの根から取り込まれた CO2水由来の CO2は、光合成或いは他の代

謝経路により有機炭素に変換されて固定されることが示された。しかしながら、本実験

条件下では、根から取り込まれた CO2 が葉緑体にまで供給され、光合成サイクルに使

われたかどうかを結論づけることは難しい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary 
 
    In order to expand CO2 fixation biologically, we are carrying out this R & D effort, 
which is the development of a method for giving tolerance against environmental 
stresses to non-transgenic trees by using drugs and/or fertilization. 
    In the 1st year (2002-2004), we achieved the following results:   
 
１）Under severe environmental stresses in which non-drug treated trees (Eucalyptus 

spp.) could not survive, paclobutrazol or uniconazole-P treated trees showed 
tolerance against various environmental stresses including drought, heat, and 
chilling with strong wind in cold winter. However, they also showed growth 
retardation. The uniconazole-P (UNI-P) treated eucalypt trees changed the ratio of 
plant hormones. It suggested that stress tolerance given by UNI-P might be related 
to the inhibition of plant hormone metabolism by this cytochrome P-450 inhibitor. 

 
２）Irrigated trees (Eucalyptus spp. and Acacia spp.) with carbonated water showed the 

dry weight of both over and under ground parts of the irrigated trees were 
increased in comparison with that of control trees, but the survival rates were not 
improved. It suggested that irrigated carbonated water would relate to stress 
avoidance and maintain photosynthesis and growth under severe environmental 
stresses. 
 

３）Simultaneous measurements of chlorophyll fluorescence and gas exchanging rate in 
tree leaves under high light would be useful for the assessment of the ability how 
the trees could avoid and tolerate against environmental stresses. 

 
４）In order to know about whether CO2  supplied from the root system are used for 

photosynthesis as carbon sources or not only from stomata, the uptake and fixation 
of 13CO2 are examined. It is suggested that the absorbed CO2 by the eucalypt roots, 
which is derived from carbonated water, could be converted and fixed as organic 
carbon through photosynthesis or other metabolic pathway. However, it must be 
difficult to conclude that, under the experimental conditions used here, the uptake 
of CO2 by the roots would expand to the chloroplast in leaves and contribute to 
photosynthesis. 


