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0. 要約 (Summary) 

 

要約 

本プロジェクトでは、新技術として、光合成生物である植物のCO2固定能力に注目し、

この能力を活かすことで地球温暖化防止のための CO2 削減効果を期待するものである。

地球上の未利用地で大半を占める半乾燥地などの緑化を行うことにより、CO2 固定促進

をその手段としてもちいる。この手段においては、固定した炭素を長期保持できる樹木

の活用が理想的であり、その樹木には、①：単位面積当たりの CO2固定能が大きい、②：

植生範囲（面積）の拡大を可能にする環境ストレス耐性能が大きい、という２つの性質

が求められる。自然界においては、確かに、苛酷な環境で生育する植物・樹木が存在す

るが、それらは、苛酷な環境ゆえに、CO2 固定能が十分に発揮されておらず、あるいは

生長が抑制されているゆえに、CO2 固定促進効果は期待できない。そこで、本プロジェ

クトでは、これらの問題を解決する方策として、（１）遺伝子組換え技術を利用したユ

ーカリなどの有用樹木(上記の性質を付与した樹木)の創生および（２）野外で生育する

ユーカリなどにおいて優れた形質をもつ精英樹(上記の性質をもつ樹木)の選抜法の確

立、つまりこの 2つの柱の技術開発に取り組んでいる。これら２つの技術開発は、植生

範囲の拡大を可能にする樹木の創生に道を開くものと考える。 

遺伝子組換え技術を利用した有用樹木の創生（１）では、4つの技術開発項目（A: CO2

固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術、B：ストレス耐性遺伝子確保技術（森林創生

樹木への複合ストレス耐性能力付与技術開発）、C：実用遺伝子組換え体を得るための遺

伝子組換え（形質転換）技術、D：遺伝子組換え樹木利用のための安全性確保技術）、そ

れぞれに取り組んでいる。また、野外で生育するユーカリなどにおいて優れた形質をも

つ精英樹の選抜法の確立（２）では、E：樹木のストレス耐性評価技術、CO2固定量評価

技術、それに基づくデータマイニングによる精英樹選抜技術開発を行っている。これら

の項目の課題はそれぞれに相互連関しており、個々課題の遂行により植生範囲を拡大す

る樹木を創生できるものと考える。例えば、精英樹の優れた形質は、組換え樹木創生に

おける付与・改良すべき遺伝子候補を、フィードバックして示唆することができる。本

報告書では、上記の研究開発の遂行で得られた成果を報告する。 
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Summary 

In this project, we try to use the ability of photosynthetic organisms, plants and trees, to fix 

CO2 as a new technology for the carbon-sequestration, which contributes to the prevention of 

global warming. By greening the semi-arid land, which occupies the almost of the unused area 

on the Earth, we aim the stimulation of CO2-sequestration. For the execution of this project, the 

utilization of trees is ideal, because they keep the fixed carbon for a long time. And, these trees 

are required to have the two characteristics: 1, a higher activity of CO2 fixation on the basis of 

unit area; 2, a higher tolerance against multiple environmental stress for expanding the 

vegetative area. Although in the natural habitats plants and trees live under the severe 

environments, their CO2-sequestration activities are low, because they do not use their CO2 

fixation ability in the best way or their growth is suppressed due to the worse environments. To 

solve these problems, we try to develop the two main techniques: (1), the production of genetic 

modified plants and trees which have the superior CO2 fixation activity or stress tolerance; (2) 

the selection of the elite clone of Eucalyptous grown in the field, which would have also the 

superior CO2 fixation activity or stress tolerance. These two techniques would open the road 

which makes plants and trees to expand their habitats.  

For the production of the superior plant and trees, we set the following four items for the 

development: A, Acquisition of genes strengthening the ability of both CO2 fixation and nutrient 

uptake; B, Acquisition of genes strengthening the ability of tolerance against the abiotic stress; 

C, Developing the technique to modify the genes in trees; D, Acquisition of the safety in the 

expanding the genetically modified plants and trees in the field; E, Developing the technique to 

select the elite clone of Eucalyptous, which has the superior CO2 fixation activity or stress 

tolerance in the Western Australia. These four items are related each other, and their executions 

would produce the plants and trees which can survive in the semiarid lands. The results obtained 

in the above research developments were shown in this annual report. 
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１．研究開発概要 

 

植物遺伝子組換え技術による樹木の二酸化炭素固定能増強および環境ストレス耐性

能付与・改良技術開発、および有用樹木であるユーカリおよびポプラにおいて、高生長

性、また耐塩性の特性をもつ樹木を選抜し、クローン化を介した増殖する技術の開発に

より、植生範囲の拡大に寄与する樹木の創生をめざす。 

大気中二酸化炭素（CO2）の吸収源としての森林創生に加え、不良土壌での生産性確

保と施肥量の低減等省エネルギー技法の開発（具体的には、現在、植物が良好な生育を

示さない、生育不適地は、乾燥や酸性土壌など、広大な面積を有しているが、そこに生

育する植物を開発する）には、遺伝子組換え技術を活用することが不可欠である。しか

しながら、民間の企業活動のみ委ねていたのでは、技術基盤構築に必要な技術開発が順

調に進まないおそれがある。つまり、遺伝子組換え技術の活用は社会的認知を得ること

が難しく、民間資本ではリスクが大きすぎる。CO2 などの温室効果ガスに起因する地球

温暖化対策は、エネルギー対策の一面を持っていること、さらに、大気中 CO2の吸収源

としての森林創生を京都メカニズムの活用も視野に入れた中長期的展望に立った場合、

国際間での共同実施や、他国における大規模な森林開発など、民間企業の営利事業の範

囲を超えた事業展開が必要である。これらのことから、本プロジェクトの遂行には、民

間企業および公益的研究機関が実施者として研究開発を展開するだけではなく、国の関

与の必要性が高いものと判断できる。 

これまでの植物を利用した地球温暖化対策の基礎的技術開発は、遺伝子組換え技術等、

実験系が確立している特定の草本植物を材料に行われてきた。一方、光合成機能を利用

したCO2固定を大規模に図るには、獲得した炭素を長期保持できる樹木を用いる事が望

ましい。 

 本研究開発は、個体当たりのCO2固定量の増大と環境ストレス耐性付与による生育面

積拡大を図る複合環境ストレス耐性樹木の作出とこうした植物の機能評価手法の確立

をめざした、樹木生育不良地における森林創生のための基盤技術開発を目的とする。そ

こで樹木による乾燥地等の不良環境で大規模緑化を行う上で必須である複合環境スト

レス耐性樹木創成のための基盤技術をゲノム情報の充実してきたモデル植物により確

立し、パルプ原料等工業原料の安定確保をめざして、二酸化炭素の固定効率に優れ、か

つ工業原料植物として認識の高いユーカリ等の樹木を対象として、その生産性を環境ス

トレス面と植物栄養面で高める技術開発および得られた成果を企業現場環境で検証す

る技術開発を行う。 

本プロジェクトは、新たな CO2吸収源を創生することのみならず、樹木バイオテクノ

ロジーに関する国際的技術競争において、我が国が国際的貢献をしつつ重要な技術につ

いて権利を確保する上でも重要な領域であると考えられる。また、本プロジェクトは、

紙の原料となるパルプ材の供給源を安定確保するためのパルプ適材樹植林の推進にも



 

資するものであり、我が国における製紙産業の基盤強化にとっても重要と考えられるこ

とから産業施策上も意義を有するものであるといえる。 

本プロジェクトは、環境ストレス耐性樹種の開発により生育不適地への植生範囲の拡

大と、光合成能の向上により、CO2 大規模固定の基盤技術を提供するものである。この

結果、生産された樹木をパルプ原料として市場化し、不良土壌での産業植林の実現を近

い将来のイメージとしている。このため、本プロジェクト成果を不良土壌での生産性確

保と施肥量の低減等省エネルギー技法として活用することで、近い将来人類が確立すべ

き新たな産業構造である循環型産業構造の構築が期待できる。さらに、この産業植林手

法は、将来的には原油に相当する原料・燃料としてのバイオマス生産のあるべき姿を提

唱することも可能と考えられる。そのためには、遺伝子組換え技術をキーテクノロジー

とした、環境へのリスク低減を図りつつ有望な樹種を開発する技術は、科学技術立国を

目指す我が国の科学技術戦略上も、国際的な技術競争に優位性を保ちつつ、社会認知を

得る努力を継続する点で、欠くべからざる重要な位置を占めていると判断できる。 

植物遺伝子組換え技術による樹木の CO2固定能増強および環境ストレス耐性能付与・

改良技術開発を行う。得られた植物遺伝子組換え体については実験室内での評価にとど

まらず、隔離ほ場試験等の承認を受けた上で野外評価を行う。また、有用樹木であるユ

ーカリおよびポプラにおいて、高生長性、また耐塩性の特性をもつ精英樹を選抜し、ク

ローン化そして増殖確保するための選抜技術の開発を行い、森林創生のための環境スト

レス耐性樹木を作出する。ここでは非組換え体であるユーカリ精英樹を用い、乾燥・塩

害地に検証林を作成し、その CO2固定能、生産性と施肥量の低減等省エネルギー効果な

どの解析を行う。また、この成果を用いて、上記組換え体創生における改良・付与すべ

き遺伝子を顕在化し、組換え体作成の指針とする。 

本研究開発は、非組換え精英樹クローンを用いた実践的取り組みと、有用組換え体作出

に向けた中長期的取り組みとからなる。前者の取り組みにおいては、本研究開発で主要

研究材料としているユーカリによる生育不良地域への植林という形態で、製紙業界を中

心とした産業利用が本プロジェクト終了後５年以内に可能と考えられる。 

文献によると年間降雨量500～600mm地域におけるユーカリ林の年間CO2固定量が

8.2t-CO2/ha/y (Harper, R.J. et al. Climate Change Newsletter 12(1) 2000)とあり、

精英樹クローンユーカリを植林した場合、その150％の12.3t-CO2/ha/yが年間固定量と

して見込まれる。 

 本プロジェクトで取得し、効果が認められた遺伝子を適用したCO2吸収能の極めて高

い組換えユーカリや酸性土壌耐性ユーカリ等を用いることにより、生育不良地域への有

効な植林が可能となり、また、既存の植林地でもその生長性が改善されることから、大

規模な炭素固定の増大が期待できる。さらに、植物自体の改良による生産性あるいはリ

ン酸の利用効率の向上は、従来の施肥手法に対して省エネルギー化が期待でき、結果、

低コストで高生長という事業植林に適した新品種の創生につながる。こうした観点から、
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製紙業界を中心とした成果の活用が期待でき、その実用化時期は本プロジェクト終了後、

１０～１５ 年と見込まれる。 
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２．研究組織 

① 研究組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

② 研究管理体制 

 

（財）地球環境産業技術研究機構 

 

 

 

 

 

 

 

                               

（研究実施部署） 

 

 

 

（財）地球環境産業技術研究機構 

 

 研究開発委員会 

東北大学

大阪大学

RITE 日本製紙分室 

RITE王子製紙分室 

植物研究グループ 

理事会 事務局 

総務グループ 

経理チーム 

地球環境産業技術研究所 研究企画グループ 

植物研究グループ
東北大学、大阪大学、筑波大学、

(株)環境総合テクノス 

名古屋大学

東京農工大学 

東北大学 

筑波大学
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環境総合テクノス

岐阜大学



 

RITE 日本製紙分室 

 

 

 

 

RITE 王子製紙分室 

 

 

 

 

    

         

         

                               

 

 

共同研究 

社長 研究開発本部 

森林科学研究所 

 

RITE 日本製紙分室

分子育種研究室 東京農工大学 

植林研究室 

社長 研究開発本部 

森林資源研究所－豪州研究室

岐阜大学、東北大学、名古屋大学 

RITE 王子製紙分室 
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３. 研究開発項目および担当 

 

研究開発項目 研究機関       

A: CO2 固定・養分吸収能力強化遺伝子確

保技術 
     

  地球環境産業技術研究機構(RITE) 

  RITE-東北大学    

  RITE 王子製紙分室－岐阜大学   

B: ストレス耐性遺伝子確保技術 

（森林創生樹木への複合ストレス耐性能

力付与技術開発) 

     

  地球環境産業技術研究機構(RITE) 

  RITE 王子製紙分室－名古屋大学   

  RITE 日本製紙分室－農工大学   

C: 実用組換え体を得るための遺伝子 

組換え（形質転換）技術 
     

  地球環境産業技術研究機構(RITE) 

  RITE 王子製紙分室    

  RITE 日本製紙分室     

D: 組換え体樹木利用のための安全性 

確保技術 
     

  RITE-関西総合テクノス   

  
RITE 王子製紙分室－東北大学 

RITE 日本製紙分室－筑波大学 
  

E: 樹木のストレス耐性評価技術、CO2 

固定量評価技術、それに基づくデータマイ

ニングによる精英樹選抜技術開発 

     

  
RITE 日本製紙分室 

RITE 日本製紙分室-大阪大学 
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４. 研究担当者氏名   

 

財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE 植物研究 GR.） 

氏名 所属・役職 研究担当項目 

富澤 健一 地球環境産業技術研究所・主席研究員 A, B, C 

三宅 親弘 地球環境産業技術研究所・主任研究員 A, B, C 

高瀬 尚文 地球環境産業技術研究所・主任研究員 A, B, C 

浅子 洋一 地球環境産業技術研究所・主任研究員 A, B, C 

奥村 暁 地球環境産業技術研究所・研究員 A 

山本 宏 地球環境産業技術研究所・研究員 A, B 

加藤 秀紀 地球環境産業技術研究所・研究員 B, C 

新崎 由紀 地球環境産業技術研究所・研究員 A, B 

岩前 智子 地球環境産業技術研究所・研究員 A, B 

足立 崇 地球環境産業技術研究所・研究員 B, C 

堀口 清華 地球環境産業技術研究所・研究員 A, B 

 

RITE 王子製紙分室 

氏名 所属・役職 研究担当項目 

伊藤 一弥 森林資源研究所・主席研究員 C, D 

鶴見 和恒 豪州研究所・上級研究員 C 

河津 哲 森林資源研究所・上級研究員 A, B, C, D 

助野 真一 豪州研究所・上級研究員 C 

土肥 敬悟 森林資源研究所・研究員 A, B, C, D 

冨田 啓治 森林資源研究所・研究員 A, B, C, D 

古城 敦 森林資源研究所・研究員 A, B, C, D 

楠 和隆 森林資源研究所・研究員 A, B, C, D 

園田 哲也 森林資源研究所・研究員 A, B, C, D 

木原 智仁 森林資源研究所・研究員 A, B, C, D 

加藤 丈幸 森林資源研究所・研究員 A, B, C, D 

木本 真衣 森林資源研究所・研究員 A, B, C, D 

近藤 啓子 森林資源研究所・研究員 A, B, C, D 
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RITE 日本製紙分室 

氏  名 所属・役職 担当事業内容 

海老沼宏安 森林科学研究所 主席研究員  B，C，D, E 

松永悦子 森林科学研究所 主任研究員  B，C，D, E 

太刀川 寛 森林科学研究所 主任研究員  E 

杉田耕一 森林科学研究所 主任研究員  B，C，D, E 

笠原さおり 森林科学研究所 主任研究員  B，C，D, E 

南藤和也 森林科学研究所 主査  B，C，D, E 

林 和典 森林科学研究所   E 

 

東北大学 

氏名 所属・役職 研究担当項目 

牧野 周 農学研究科・助教授 A 

三枝 正彦 附属複合生態フィールド教育研究セン

ター・教授 

D 

 

岐阜大学 

氏名 所属・役職 研究担当項目 

小山 博之 農学部生物資源利用学科・助教授 A 

小林 佑理子 農学部生物資源利用学科・D3 A 

 

東京農工大学 

氏名 所属・役職 研究担当項目 

小関 良宏 東京農工大学大学院共生科学技術研究

部・教授 

B 

山田 晃世 東京農工大学大学院共生科学技術研究

部・講師 

B 

 

名古屋大学 

氏名 所属・役職 研究担当項目 

前島 正義 生命農学研究科・教授 B 

中西洋一 生命農学研究科・助手 B 
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大阪大学  

氏名 所属・役職 研究担当項目 

寺島一郎 理学研究科・教授 E 

野口 航 理学研究科・助手 E 

 

筑波大学  

氏名 所属・役職 研究担当項目 

渡邊 和男 生命環境科学研究科・遺伝子実験センタ

ー・教授 

D 

菊池 彰 生命環境科学研究科・遺伝子実験センタ

ー・講師 

D 

 

 

（株）環境総合テクノス 

氏名 所属・役職 研究担当項目 

岩瀬 剛二 生物環境研究所・所長 D 

小野 由紀子 生物環境研究所・主任研究員 D 

松井 直弘 生物環境研究所・主任研究員 D 

栗栖 敏浩 生物環境研究所・副主任研究員 D 

大和 政秀 生物環境研究所・副主任研究員 D 
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5. 研究開発推進委員会議事録 

 

外部有識者を含む研究開発委員会を本年度も開催し、研究開発の方向性・具体的研究手法

などについて指導および助言を求めた。ここには、その議事録を付す。 

 

「二酸化炭素固定化･有効利用技術等対策事業(二酸化炭素大規模固定化技術開発)」 

第 4回研究開発委員会 

 

議事次第 

 

1）日時  平成 18 年 1 月 12 日(木) 13:00-17:40 

2）場所  地球環境産業技術研究機構(RITE)大会議室 

3) 議題 

司会：RITE 富澤 

 挨拶（RITE 樋口専務）    (13:00~13:10) 

 中間評価の概要（経済産業省 紙業課 栗村様）  (13:10~13:20) 

 PJ 全体の状況、中間評価への対応（RITE 富澤） (13:20~13:50) 

 

 進捗状況および今後の計画報告 

      座長：宮地委員長 

 ・RITE      (13:50~14:30) 

 ・RITE 亀山第 2 分室    (14:30~15:10) 

《休憩》 

 ・RITE 日本製紙分室    (15:20~16:00) 

 総合討論     (16:00~16:40) 

 事務連絡（RITE 浅子）    (16:40~17:10) 

 その他 

 

出席者  

学識経験者委員 

宮地 重遠  東京大学 名誉教授 

駒嶺 穆  東北大学 名誉教授 

浅田 浩二  京都大学 名誉教授 

大森 正之  埼玉大学 教授 

 

実施者委員 
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富澤 健一  RITE 主席研究員 

海老沼 宏保  日本製紙株式会社 RITE 日本製紙分室長 

河津 哲  王子製紙株式会社 RITE 亀山第 2 分室長 

 

 

議事録 

① 挨拶（RITE・樋口専務） 

最新技術を駆使して、短時間で二酸化炭素を回収することを目指して議論していただ

きたい。 

 

② 中間評価の概要（経産省・栗村） 

資料配布。プロジェクト 3 年目で中間評価を行われる。2 月中旬に 1 回目、3 月に 2

回目を予定している。準備をしていただきたい。 

 

③ PJ 全体の状況、中間評価への対応（RITE・富澤） 

資料に沿って説明。PJ 全体の取り組みとして、植物(樹木)の改良による未利用地（乾

燥地、不良土壌）を対象とした森林創製による二酸化炭素吸収源拡大を目指している。

長期的取り組みとして、組換え体の利用、これにより光合成能を 2倍程度まで向上させ

ることができるのではないか。また野外栽培を行う強い意思表示が必要である。また短

期的取り組みとして、精英樹(クローン樹木)の利用であり、オーストラリア(RITE の森)

で植林を始めている。実用レベル(商業利用レベル)まで引き上げる必要がある。 

 

④ 進捗状況および今後の計画報告 

・RITE グループ(RITE・三宅、東北大・牧野、鈴木、筑波大・渡邉) 

【RITE・三宅】 

 資料に沿って説明。形質転換技術による植物個体あたり CO2固定能力の増強、ストレ

ス耐性能力の付与による植生拡大のための技術開発に取り組む RITE グループの体制を

紹介し、技術開発骨子を提示するとともに評価委員のコメントを反映し、今後組み直し

ていく計画を示した。 

 CO2固定能力増強技術開発 

光合成変異株のスクリーニング系開発と候補の取得：2次元クロロフィル蛍光解析

による光合成活性変異株スクリーニングにより、低 CO2濃度（大気 CO2 環境）で高い光

合成活性を示す変異株を取得した。変異株では、野生株と比較し Rubisco発現量が増加

していた。しかしながら、弱光条件では生育が野生株に比べかなり低下、強光条件でほ

ぼ同等になる。現在、マッピングによる原因遺伝子の同定を進めている。 
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ストレス耐性付与技術開発 

光化学系Ⅰ循環的電子伝達経路（CEF-PSI）の制御：光化学系Ⅰ循環的電子伝達経

路において、光化学系Ⅰからプラストキノンへの電子伝達を媒介するタンパク質として

フェレドキシンが重要な役割を担っている。そこで、フェレドキシンを葉緑体で増加さ

せた葉緑体形質転換タバコを作出した。解析はこれからだが、NPQ[(非光化学的消光)熱

としてのエネルギー消失を示す]の強化を想定している。また、同時に実用化組換えと

して、葉緑体形質転換によるポプラへのフェレドキシン導入を行っている。またラン藻

NADPH:O2 oxidoreductase（NOO）を導入したタバコを解析した結果、光合成能は変化し

ないが、電子伝達系が活性化し、NPQ が増大していた。 

 

【東北大・牧野、鈴木】 

資料に沿って説明。個葉レベルでの CO2固定能増強のための技術開発としてイネにお

ける Rubisco 過剰発現に取り組んできた。 

Rubisco 過剰発現イネの CO2固定：イネ rbcS cDNAの過剰発現（sense）により、Rubisco

タンパク量が約 20%増強することに成功したが、葉内 CO2濃度に対する光合成速度の応

答を調べたところ、Rubiscoの増強が光合成速度の増強に結びついていないことが確認

され、またセンス植物において Rubiscoの活性化率の低下がその原因であることが明ら

かとなった。またセンス植物での Rubisco タンパク質と転写物解析により、タンパク質

量の変動が rbcS mRNA量よりも rbcL mRNA量に対して相関があることが明らかになった。 

 

【筑波大・渡邉】 

資料に沿って説明。 

組換え植物の生物多様性評価研究：文科省傘下の機関として、組換え植物の生物多様

性影響評価している。海外でのフィールド試験のコーディネイトなどを行っている。渡

辺先生は Roster of Expert of BHC に登録されていて、生物多様性評価において国際的

な発言力を有する。一方、遺伝子組換えのパブリックアクセプタンスに対応するため、

NGO や組換え反対市民に対する対応をする。 

組換え植物の形質評価：プロジェクトでは日本製紙の乾燥ストレス耐性ユーカリの特

定網室試験と隔離圃場試験を筑波大学の施設で実施し、組換えユーカリの野外持ち出し

に関する第一種使用規定に従うシステム作りを行う。CGAIR（作物の耐乾燥性、耐塩性

評価方法を世界的に定める機関）から情報収集を行い、スクリーニング法、耐性要素の

評価、網室における評価等をおこなう。 

 

RITEグループに対する質疑 

駒嶺/質問 Rubisco 量と CO2固定量に相関がないが、これからされる仕事が CO2固定に結

びつくのか？ 
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牧野/返答 相関がないのは、Rubiscoの活性状態率が低下しているのが原因と考えられる。

何が Rubisco activaseを制御しているのかを明らかにすることが重要であると

思われる。原因について、Rubiscoの活性化率の高い（CO2濃度を極端に低くし

たり、光を極端に強くしたり）条件を振って今後検討する。また PSI cyclic

による Rubisco activaseの制御の可能性も調べたい。 

宮地/質問 Rubisco について現時点ではどの程度分かっているのか？本当に Rubisco が律

速しているのか？ 

牧野/返答 得られているデータでは律速している。ただ、Rubisco 量を増やしても CO2 固

定が増えなかったのは予想外。 

駒嶺/質問 Rubsicoの活性化メカニズムを調べれば CO2固定を促進できる？ 

牧野/返答 Rubiscoの活性化率を下げる要因を除けば可能ではないか。 

浅田/質問 Rubisco への窒素投資が増えたために、チラコイド膜タンパク質が減少し、電

子伝達が減少した分、Rubisco 活性に影響しているのではないか？ 

牧野/返答 確かにクロロフィル量は 10%減っているが、PSII の量子収率には変化はない。

何らかの Rubiscoのダウンレギュレーションのメカニズムがあるのではないか

と考えている。 

宮地/質問 RITE の光合成変異株は、生育に影響はないのか？ 

三宅/返答 確かに膜タンパク質量が減少し、弱光下での生育が野生株と比較して遅い。 

浅田/質問 NOO のアイデアは良いが、発現しすぎると CO2固定に利用される NADPH を消費

してしまうのでは？ 

三宅/返答 ラン藻では光過剰の時 NOO が機能しているので、葉緑体でも大丈夫ではと考え

ている。実際に、形質転換体の A-Ci カーブには野生株との差は見られない。当

初は、葉緑体の酸素分圧を下げることを目指していたが、CO2 補償点にも差は

見られない。 

浅田/質問 Water-water cycle（WWC）への影響は？ 

三宅/返答 WWC の酸素還元のメディエーターがわかっていれば、その遺伝子を増強してい

たのですが。とりあえずラン藻の遺伝子を導入した。今後、影響について検討

します。 

 

・RITE 亀山第 2分室(王子製紙・河津) 

中間評価に向け、過去 3 年間の技術開発結果について報告。特に酸性土壌でのユーカリ

の生育可能にする基盤技術開発およびブラジルでの圃場実験に関して報告。 

養分吸収能力の強化に向けた基盤技術開発：酸性土壌でのリン酸の可給態化を目的とし、

クエン酸合成酵素の過剰発現による高クエン酸蓄積ユーカリを作出、酸性土壌での生

育改善に成功。形質転換体を台木とする接ぎ木固体を作成し、安全性評価を進めてい

る。また岐阜大との共同研究によるシロイヌナズナの QTL 解析により、アルミニウム
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耐性遺伝子として、リンゴ酸トランスポーター遺伝子を同定。 

水分子制御による複合ストレス耐性に関する基盤技術研究：名古屋大学と共同で、水チ

ャネルであるアクアポリンの機能解析を行い、水チャネル活性に関与するアミノ酸残

基を同定。また、生育環境の異なるユーカリ樹種に関して、アクアポリンの発現解析

を行った。ユーカリへの 2タイプのアクアポリン遺伝子の導入を進行中である。 

 

RITE 亀山第 2 分室に対する質疑 

渡邉/質問 安全性確保という表現はやめて、生物学的封じ込めと表現すべき。花粉飛散し

ても問題ないことを証明するほうが良い。４倍体で十分稔性は落ちるから、３

倍体を作らなくてもよいのでは。NGO や市民に対する対応をしっかり考える必

要がある。また、カルタヘナに基づき手続きと対社会に対して十分注意を払う

べきである。またブラジルでは認可されているのですか？ 

河津/返答 現在ブラジルで申請中です。 

大森/質問 ブラジル土壌は酸性土壌か？ 

河津/返答 東北大での実験で使用したものとはタイプは違うが、酸性土壌である。現状の

酸性土壌耐性ユーカリがブラジルの酸性土壌で十分な能力を発揮できるかどう

かは不明であるが、来年度に温室レベルではあるが、ポット栽培による評価試

験を実施する予定である。 

大森/質問 現地での精英樹は酸性土壌耐性であるか？ブラジルでの精英樹を調べると酸

性耐性の遺伝子の情報が得られるのでは？ 

河津/返答 現地での適応性があるという意味では、ある程度の酸性土壌を既に獲得してい

ると考えられる。また、現在解析しているクエン酸関連遺伝子等が酸性土壌耐

性の選抜マーカー遺伝子となる可能性もある。 

大森/質問 ブラジル、オーストラリアを植林地として想定した場合、国内での圃場試験で

最適な地域はどこなのか。 

河津/返答 現在取り扱っているユーカリ交雑種は亜熱帯性気候に適応している。気候を考

慮すると農林水産省の石垣島の隔離圃場を利用することになるが、台風の通過

地点に位置し、ユーカリに風倒被害が出ることから、評価地としては適当では

ない。国内での事業レベルでの評価は難しいとの判断をしている。ユーカリの

事業植林が行われている国（地域）での圃場試験を行うことが、生物多様性影

響評価及び組換え体の実証試験としては適当であると考える。 

 

 

・RITE 日本製紙分室（日本製紙・笠原、大阪大・野口、東京農工大・山田） 

 【日本製紙・笠原】 

資料に沿って、RITE 日本製紙分室のグループ体制の説明と各研究開発成果について説
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明。オーストラリアでの精英樹クローン植林および国内での形質転換体の隔離圃場実験

計画について報告。 

【日本製紙・笠原、大阪大・野口】 

精英樹の乾燥・塩害地における挙動 

国内で精英樹クローンの幼木を用いた耐性メカニズム解明：対照、乾燥、高塩濃度の３

処理区で相対的成長速度、葉面積、光合成速度等を調べた。 

海外で実際の不良環境土壌に植栽：良好地（半乾燥地）、塩害地、土壌劣化地 A～C の５

条件区に精英樹クローンを植栽し、木部圧ポテンシャル、光合成速度、葉内 C 量、葉

内 N量、δ13C 等を計測。植栽から２年目の時点で、耐乾燥性クローンと耐塩性クロー

ンは成葉をつけたのに対し、高生長性クローンは幼葉のみであった。葉内 N 量は成葉

より幼葉の方が多く、葉面積は逆だった。 

 【日本製紙・笠原、東京農工大・山田】 

遺伝子組換え技術によるストレス耐性樹木：マングローブ（オヒルギ）から単離したマ

ングリン遺伝子を導入した。マングリンは高塩、高温に耐性を持つ。発根していない個体

を用いて200ｍMで40系統選抜した。これから土耕で２次スクリーニングをおこなう。2006

（もしくは 2007）年度中には特定網室から隔離圃場で評価する予定である。進捗によって

2009年くらいには海外に持ち出す予定である。 

  【日本製紙・笠原】 

植物遺伝子置換技術の構築とそのユーカリへの応用：SDIシステムによって遺伝子導入

部位を限定してターゲット部分に的確に新規遺伝子導入する技術を確立したことでバラ

ツキなく発現させることができる。 

  

RITE 日本製紙分室に対する質疑 

駒嶺/質問 耐塩性個体を塩濃度 250ｍM 以上（ちなみに海水は 500 くらい）にするとどの

くらいまでいける？ 

笠原/返答 発根していない個体を 200ｍM で選抜したので、発根後はもっと高濃度でも生

育が期待できる。塩害地とされている土壌は電気伝導度で 50-100くらい。NaCl

濃度に換算すると 30ｍM程度（？）なのでそれほど高い濃度は必要ないのでは？

また、耐塩性クローンは土耕で一週間毎日 600ｍMの塩水を与えても生き残った

実績をもつ。 

駒嶺/質問 水耕でドブ漬けしたらどうなる？ 

笠原/返答 おそらく残らない。エリートクローンに対して耐性遺伝子の導入を試みて、さ

らなる耐性個体を作りたい。 

駒嶺/質問 大阪大での耐性解析から、結局は遺伝子解析に移行するのでは？エリートクロ

ーンに対する遺伝子導入とあわせて、耐性遺伝子の多重導入を考えるべきでは。 

笠原/返答 今後検討するが、現段階ではエリートクローンに対する耐性遺伝子の導入のみ
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を考えている。例えば、高成長性のクローンに、塩耐性遺伝子を導入すれば、

植生拡大に貢献できる。 

駒嶺/質問 耐性メカニズムの解析は、プロジェクト初期にやっておく必要があったのでは

ないか？ 

笠原/返答 樹木を扱うプロジェクトがこれだけで・・。均一クローンの準備がやっと整っ

たところです。 

大森/質問 日本国内で、ユーカリを用いた試験の適地はあるか。王子は東北大、日本製紙

は筑波でやっているが・・・。 

海老沼/返答 実際の事業植林地でやらなければ、あまり意味はない。筑波は周辺にユーカ

リがなく、冬枯れするという理由から安全性は高いと考えている。利便性が

あり、安全性が確保できる場所が一番良いのでは。 

 

⑤ 総合討論 

駒嶺： 王子製紙、日本製紙間で密な関係を持って情報交換できているか。また技術交流

はされているのか？本プロジェクトは社会的貢献が高い仕事なので、両社が協力、

交流を促進していただきたい。 

富澤： 役割分担のための情報交換ができているかどうかを問われるが、（本プロジェクト

で１から作ったものでない）各社からの持ち出しネタが多いため、両社の権利保

護という点から共同して実施することは難しい。 

海老沼・河津： 

 共通基盤技術の範囲内で共同施設を設けたりできればよいが、会社に対する説明

が困難。比較対象のためにもライバルがいるほうが良い 

栗村： 以前だと、同じテーブルで研究発表をする機会がなかったのだから、お互いの前

で発表し、互いの意見を聞く場ができたこと自体が大きな進歩では。本プロジェ

クトで得られた成果を共有して活かせていけるのが理想かもしれないが、難しい

と思われる。 

駒嶺： 樹木におけるバイオロジーのプロジェクトは日本で本プロジェクトのみ。大切な

分野なのに遅れているので、これを機会に王子製紙と日本製紙がこの分野で是非、

力を発揮していただきたい。 

 

⑥ 事務連絡（RITE・浅子） 

２月中旬の中間評価を踏まえて、成果報告書、次年度計画の作成を進めてください。 
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6．研究開発目標および成果概要 

 

6-1 研究開発目標 

 各研究開発項目に対する開発目標は下記のとおり設定した。 

 

最終目標（平成１９年度末） 

（A） CO2固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術開発において、取得した CO2固定

増大および養分吸収能力強化遺伝子を有用樹木であるユーカリあるいはポ

プラへ導入する。 

（B） ストレス耐性遺伝子確保技術開発において、取得したストレス耐性遺伝子を

有用樹木であるユーカリあるいはポプラへ導入する。 

（C）  実用遺伝子組換え体を得るための遺伝子組換え（形質転換）技術開発にお

いて、ユーカリの葉緑体および核の安定した遺伝子組換え体を取得する。 

（D） 遺伝子組換え樹木利用のための安全性確保技術開発において、不稔樹木を取

得するとともに生物多様性評価を行い組換え体の野外持ち出しを行なう。 

(E)  樹木のストレス耐性評価技術、CO2 固定量評価技術、それに基づくデータマ

イニングによる精英樹選抜技術開発において、実証林を作成し、高 CO2固定、

環境ストレス耐性樹木を選抜するための指標を得る。 

 

平成 17 年度目標 

（A） CO2固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術開発において、CO2固定増大およ

び養分吸収能力強化遺伝子を取得し、モデル植物へ導入することによりその

効果を検証する。 

（B） ストレス耐性遺伝子確保技術（森林創生樹木への複合ストレス耐性能力付与

技術開発）開発において、ストレス耐性遺伝子を取得し、モデル植物へ導入

することによりその効果を検証する。 

（C） 実用遺伝子組換え体を得るための遺伝子組換え（形質転換）技術開発におい

て、ユーカリ葉緑体および核の安定した遺伝子組換え系をモデル植物で検証

する。 

（D） 遺伝子組換え樹木利用のための安全性確保技術開発において、遺伝子不拡散

をめざした不稔樹木を取得するための変異体作成、接ぎ木個体の作出、およ

び生物多様性評価のためのデータを収集する。 

(E)  樹木のストレス耐性評価技術、CO2 固定量評価技術、それに基づくデータマ

イニングによる精英樹選抜技術開発において、高 CO2固定、環境ストレス耐

性を評価するための方法を開発および検証林を作出する。 
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6-2 上記目標設定理由 

半乾燥地等の未利用地でのCO2吸収源としての森林創生を行うためには、植林樹種の

光合成能力を今以上に強化する必要がある。また、環境ストレス耐性能付与や養分吸収

能増大をめざした研究は、実践をめざした本プロジェクトにおいては必須の課題である。

遺伝子組換え技術についても、核への遺伝子導入はもとより、葉緑体への遺伝子導入系

の開発等実績をモデル植物で有していることから、森林創生樹木への適用が可能か否か

の見極めという目標設定はきわめて妥当であると言える。得られた遺伝子組換え体につ

いては、実用化をめざして、実験室内での評価にとどまらず野外評価を行うことが実践

的であり、このためにはカルタヘナ国内法への対応等、組換え体の野外試験のための道

筋をつけておく必要がある。また、CO2吸収源としての森林活用を2012年以降での実用

化をめざすしたとき、より実践的である非組換え体の利用も有効である。また、ユーカ

リ精英樹クローン試験植林地の育成は、二酸化炭素の固定効果を評価する、また優良系

統の早期探索を可能にするパラメーターの抽出などの目的に有効である。 

 

 

6-3. 研究開発項目成果概要 

 

地球温暖化防止のための CO2削減の取り組みは、省エネをはじめとする CO2の発生抑

制が中心となっている。一方、新技術として、化学的 CO2固定技術の省エネ化や地中貯

留などの封じ込め技術が開発されている。本プロジェクトでは、新技術として、光合成

生物である植物の CO2固定能力に注目し、この能力を活かすことで CO2削減効果を期待

するものである。地球上の未利用地で大半を占める半乾燥地などの緑化を行うことによ

り、CO2 固定促進をその手段としてもちいる。この手段においては、固定した炭素を長

期保持できる樹木の活用が理想的であり、その樹木には、①：単位面積当たりの CO2固

定能が大きい、②：植生範囲（面積）の拡大を可能にする環境ストレス耐性能が大きい、

という２つの性質が求められる。自然界においては、確かに、苛酷な環境で生育する植

物・樹木が存在するが、それらは、苛酷な環境ゆえに、CO2 固定能が十分に発揮されて

おらず、あるいは生長が抑制されているゆえに、CO2 固定促進効果は期待できない。そ

こで、本プロジェクトでは、これらの問題を解決する方策として、（１）遺伝子組換え

技術を利用したユーカリなどの有用樹木(上記の性質を付与した樹木)の創生および

（２）野外で生育するユーカリなどにおいて優れた形質をもつ精英樹(上記の性質をも

つ樹木)の選抜法の確立、つまりこの 2 つの柱の技術開発に取り組んでいる。これら２

つの技術開発は、植生範囲の拡大を可能にする樹木の創生に道を開くものと考える。 

遺伝子組換え技術を利用した有用樹木の創生（１）では、4つの技術開発項目（A: CO2

固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術、B：ストレス耐性遺伝子確保技術（森林創生

樹木への複合ストレス耐性能力付与技術開発）、C：実用遺伝子組換え体を得るための遺
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伝子組換え（形質転換）技術、D：遺伝子組換え樹木利用のための安全性確保技術）、そ

れぞれに取り組んでいる。つまり、植物・樹木個葉の光合成による CO2固定能を増強す

るために、CO2 固定および養分吸収に関わる遺伝子を取得し、また制御することを目的

とすると共に、これらの植物・樹木が苛酷な環境で耐え得るようにストレス耐性能に関

わる遺伝子の取得および制御を目指している。そして、取得した遺伝子を実用樹木であ

るユーカリおよびポプラへ導入する遺伝子組換え技術の開発を行なうと共に、遺伝子組

換え体の野外持ち出しの手順確立を試みている。また、野外で生育するユーカリなどに

おいて優れた形質をもつ精英樹の選抜法の確立（２）では、E：樹木のストレス耐性評

価技術、CO2 固定量評価技術、それに基づくデータマイニングによる精英樹選抜技術開

発を行なっている。これらの項目の課題はそれぞれに相互連関しており、個々課題の遂

行により植生範囲を拡大する樹木を創生できるものと考える。例えば、精英樹の優れた

形質は、組換え樹木創生における付与・改良すべき遺伝子候補を、フィードバックして

示唆することができる(下図)。以下に各項目の概要を説明する。 

 

 

 

 

有用遺伝子の樹木への利用

B: ストレス耐性遺伝子確保技術

C: 実用組換え体を得るための遺伝子組換え技術

D: 組換え樹木利用のための安全性確保技術

E: 樹木のストレス耐性・CO2固定量評価、 

  それに基づくデータマイニングによる精英樹選技術 

植林に向けての野外での利用手続き 

(1) 遺伝子組換え技術を利用した有用樹木の創生 

(２) 精英樹の選抜 

 2つの柱、

(1)および(2)の

確立

植生範囲拡大樹木の創生 

本プロジェクトでめざす植生範囲拡大樹木の創生のための、技術開発骨子の2つの柱、 

（１）遺伝子組換え技術を利用した有用樹木の創生および（２）精英樹の選抜、と各研究開発項目(A～E)のフロー図

技術開発骨子 

Ａ:ＣＯ２固定・養分吸収強化遺伝子確保技術 
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A: CO2固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術 

本項目では、CO2 固定増大に関わる生理機能・生化学的メカニズムの解析そしてそれ

らを支える遺伝子の取得およびその機能の検証を目指した。そのために、CO2 固定強化

遺伝子確保技術および養分吸収能力強化に向けた基盤技術の開発課題を設け、さらにそ

れらの課題内で詳細な研究課題を設定した。CO2固定強化遺伝子確保技術での 5 つの研

究課題では、CO2 固定能制御に関わる遺伝子をモデル植物からスクリーニング・単離す

る試み、CO2 固定酵素のモデル植物での過剰発現の試みを行なった。また、養分吸収能

力強化に向けた基盤技術での 3つの研究課題では、植物・樹木への窒素固定能力付与の

試み、そして酸性土壌でのリン酸利用効率増強の試みを行なった。 

これらの中で特筆すべき第 1 の成果として、光合成変異株のスクリーニング系を確立

し、実際にCO2固定能が増大した光合成変異株を取得したことである。この変異株では、

野生株の 150％の CO2固定能を発揮し、高 CO2固定を与える遺伝子の存在が明らかとなっ

た。今後、この遺伝子の同定およびその遺伝子組換え技術による樹木への適用は、少な

くともこの値までは CO2固定能を増大改良できることを示唆している。また、特筆すべ

き第 2 の成果として、クエン酸分解系の構成酵素である NADP 特異的イソクエン酸脱水

素酵素（ICDH）を発現抑制することでリン酸利用効率増強の有用形質である根からのク

エン酸放出が 2.5 倍になり、酸性土壌における生育が改善することをモデル植物で明ら

かにした。この技術の樹木での効果が期待でき、現在適用性を検討している。また、統

計遺伝学的解析や網羅的遺伝子発現解析によりモデル植物から更なる有用遺伝子を特

定したことも特筆すべき成果である。得られた遺伝子の組換えにより樹木の酸性土壌に

おけるリン酸利用効率の更なる増強が期待できる。 

 

B: ストレス耐性遺伝子確保技術（森林創生樹木への複合ストレス耐性能 

 力付与技術開発） 

本項目では、ストレス耐性に関わる生理機能・生化学的メカニズムの解析そしてそれ

らを支える遺伝子の取得およびその機能の検証を目指した。そのために、強光傷害回避

のための分子メカニズムの解明および強光耐性植物の創生、乾燥条件下での高 CO2固定

能付与のための遺伝子組換えの試み、乾燥条件下での水分保持能付与のための遺伝子組

換えの試み、さらに耐塩性樹木創生の試みを行なった。 

これらの中で特筆すべき第1の成果として、光傷害回避のための熱散逸機構(NPQメカ

ニズム)を増大させたモデル植物の創生に成功したことが挙げられる。この項目では、

NPQ誘導メカニズムを明らかにする中で、有用遺伝子フェレドキシンおよびNADH:O2 

oxidoreductaseを見出し、これらの遺伝子を利用することでNPQメカニズムの増強に成

功している。これら遺伝子は、速やかに樹木への適用が可能であり、その効果が期待さ

れる。また、特筆すべき第3の成果として、植物全般に存在するアクアポリンの基本特

性を明らかにすると共に、ユーカリで機能しているアクアポリンの一種PIP2型の発現量
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とユーカリの乾燥耐性との間に正の相関があることを見出した。この結果は、PIP2型

アクアポリンの遺伝子組換えによって、乾燥ストレス耐性を強化できる可能性を示唆す

るものであり、複数のアクアポリン分子種を用いた組換え体の作出に着手した。さらに、

特筆すべき成果として、ユーカリにマングリン遺伝子を導入し、耐塩性が認められる組

換えユーカリを作成したことが挙げられる。 

 

C: 実用組換え体を得るための遺伝子組換え(形質転換)技術 

本項目では、実用樹木であるユーカリおよびポプラでの葉緑体遺伝子組換えおよび核

遺伝子組換えのための技術開発および遺伝子組換え体の取得を目指した。そのために、

森林創生樹木の葉緑体形質転換技術開発において、ユーカリでの葉緑体形質転換ベクタ

ーの構築・ユーカリ生葉への導入、ポプラ生葉葉緑体遺伝子組換えを試み、組換え体の

創生をおこない、また、遺伝子導入細胞からの個体への再生効率増大のための植物材料

活性化技術の開発、ユーカリ優良母樹の遺伝子組換え技術開発、そして遺伝子組換え体

での導入遺伝子の安定発現系の開発を行なった。 

これらの中で特筆すべき第 1 の成果として、製紙産業の事業植林に利用されているユ

ーカリ・グロブラスに対して、苗条原基法による植物体の再分化、さらに、アグロバク

テリウム法による遺伝子組換えユーカリの作出に成功した。今後、この遺伝子組換え技

術を事業植林クローンに適用することにより、実用性の高い遺伝子組換え樹木の開発に

道を開くものである。特筆すべき第 2 の成果として、モデル植物を用いて導入遺伝子の

安定した発現を確認し、技術の有効性が検証された。さらに、樹木（ポプラ）への応用

を行い、本技術の基盤となる組換え体の作成を行なった。今後は、これらの基盤組換え

木を用いて、樹木での有効性を検討する。本技術の開発により、組換え樹木の作成・選

抜期間が大幅に短縮されると考えられる。 

 

D: 組換え体樹木利用のための安全性確保技術 

本項目では、遺伝子拡散防止のための技術開発および野外持ち出しのための遺伝子組

換え体の環境影響および生物多様性影響評価をめざした。そのために、安全性確保技術

開発では花芽形成抑制技術開発、不稔樹木の開発、また接木方法による遺伝子拡散防止

技術開発を試みた。さらに、遺伝子組換え体の野外持ち出しのための組換え体利用申請

に関する調査を行なった。 

これらの中で特筆すべき第1の成果として、花粉を介した組換え遺伝子の拡散を防止

する技術開発を行っている。ユーカリ交雑種の組織培養物に重イオンビーム照射を行っ

た後に再生個体に着花促進処理を施し、不稔性を検討している。不稔が確認されたユー

カリは、組換え遺伝子の拡散防止対策を施した遺伝子組換えの母材料となることが期待

される。また、特筆すべき第2の成果として、地下部は遺伝子組換え体、地上部は野生

型を用いた接ぎ木個体を利用して、組換え遺伝子の拡散を防止した酸性土壌耐性ユーカ
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リを作出し、特定網室で生物多様性影響を評価した。作出した酸性土壌耐性の接ぎ木個

体は国内での特性評価試験を継続するとともに、事業植林環境となるブラジルでの温室

及び圃場栽培での実証段階に移行可能となった。さらに、特筆すべき第3の成果として、

において、開放系での植栽試験の承認申請のために必要とされる生物多様性影響評価書

作成のためのデータを取得した。 

 

E: 樹木のストレス耐性評価技術、CO2固定量評価技術、それに基づくデータマイニング

による精英樹選抜技術開発 

本項目では、精英樹の生理生態学的解析を行ない、現段階でのポテンシャルとしての

CO2 固定量を示すことをめざしている。そのために、実証・評価技術開発では、精英樹

の乾燥地・塩害地での挙動解析を行なった。 

これらの中で特筆すべき成果として、塩害・乾燥・良好地の詳細な土壌調査と、実験

林の作成を行ったことが挙げられる。成長解析を行うことにより、乾燥・塩害などの生

育不適環境での、ユーカリの機能損失（成長阻害・枯死等）の原因の解明が期待される。 

 

 

以下（添付資料）に、研究開発項目の成果詳細を記載する。 
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添付資料 －成果詳細- 

 

A: CO2固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術 

 

A-1 光合成制御要因の調節因子探索を目的としたシロイヌナズナ A/Ci 変異株のス

クリーニング法の確立と現状 

 

１：緒言 

 植生拡大 PJ“二酸化炭素大規模固定化技術開発”では、植生拡大を担う植物の二酸化炭

素固定能力を増強させるために、その生化学的改良を分子遺伝学的手法を用いて行うこと

を目的としている。 

地球温暖化の原因物質の一つである二酸化炭素の大気中濃度を減少させるには、植物の

二酸化炭素固定能を利用する手段が挙げられるが、それには個体あたりの二酸化炭素固定

能の増大が望まれる。しかしながら C3 植物の光合成は以下に示す 3 つの要因により制御さ

れており、この光合成制御要因の存在が植物を利用した二酸化炭素削減を狙うとき大きな

障壁となっている。現在のところ、自然環境下で植物の二酸化炭素固定が各要素による律

速を解除した状況で進行している植物は存在していない。 

C3 植物の光合成を制御する 3 要因とは、第一には二酸化炭素を直接固定する Rubisco の

カルボキシラーゼ反応、第二には RuBP の再生反応、第三には葉緑体外から葉緑体内への

葉緑体内リン酸の回収反応をいう。大気 CO2分圧下、植物生葉に光が充分に供給されるよ

うな条件下では、第一の要素である Rubisco のカルボキシラーゼ反応が光合成を律速し、

光合成速度を決定する。一方で、光供給が不十分であるときには、第二の要素である RuBP

の再生反応が光合成を律速する。第三の要素は、リン酸不足の土壌環境下で顕在化する。

したがって、植物の二酸化炭素獲得能力を強化するためには、これらの 3 要因は全体とし

てその能力の増強が不可欠であり、植物の二酸化炭素固定反応における各要素による律速

を解除することが要求される。そのためには、各要素の機能発現を支配する生化学的構成

要素の遺伝学的強化が有効であると考えられる。しかし、この３要因はまた、それぞれの

反応を制御する律速因子（例えば Rubisco 量、活性、活性化率、Rubisco への CO2の拡散

効率を調節する因子、また、電子伝達反応、カルビン・サイクル酵素活性、糖の利用効率

を調節する因子）によって制御されていると予想され、その分子遺伝学的解析理解は不完

全である。 

そこで本研究では、光合成を構成する各要素の機能発現を支配する律速因子を明らかに

するために、各要因を同時に評価できる新たなスクリーニング系を確立したのでここに報

告する。 
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2 : 材料および方法 

 

2-1 材料と生育条件 

 

シロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana）野生株（ecotype: Columbia gl1）、および A/Ci

スクリーニングにより単離した光合成変異株（121-1, 10-2-5, 39-4, 59-51）は、growth 

chamber 環境条件下（光強度：50μmol photons m-2s1、温度：23℃、light / dark cycle : 16 

/ 8 h）で約 4 週間土の上で生育させた。121-1 および 10-2-5 の解析は、野生株（ecotype:  

Columbia gl1）と３回戻し交配をしたものを使用した。 

 

2-2 スクリーニング 

 

 EMS (ethyl methanesulfonate) で変異原処理を行った野生株 (ecotype: Columbia gl1) 

の M2 種子を土に播種し、growth chamber 環境条件下（光強度：50μmol photons m-2s1、

温度：23℃、light / dark cycle : 16 / 8 h 条件下）で約 2 週間生育させた植物を用いた。ス

クリーニングは、二次元画像クロロフィル蛍光解析装置（Czech Republic、PSⅠ社、

FluoroCam ）を用いて行った。M2 種子を播種した植物栽培ポットを 15cm2のアクリルボ

ックス中に入れ、酸素 (20%O2, N2 balance)を 1.5ℓ/min の流速で送り込んでいる状態で３分

間静置した。その後 actinic light (190μmol photons m-2 s-1)の照射を開始した。光合成速

度が定常状態となった７分後に PSⅡの量子収率 (Φ(PSⅡ))を測定し、直ちに酸素から二酸

化炭素  (5%CO2, Air balance) にガスを切り替えてアクリルボックス中に入れ(流速

1.5ℓ/min)、再び７分後に (Φ (PSⅡ ))を測定した。PSⅡの量子収率  (Φ (PSⅡ ))は、 

(Fm’-Fs)/Fm’により算出した。 

 

2-3 PAM によるクロロフィル蛍光パラメーラーの測定 

 

 クロロフィル蛍光パラメーターは emiter-detector ED101 付属  PAM chlorophyll 

fluorometer (Walz, Effeltrich, Germany) で測定した。最小クロロフィル蛍光 (Fo) は、測

定光 (655nm, 0.05~0.15μmol photons m-2 s-1) 下で測定し、暗馴化させたときの最大クロ

ロフィル蛍光 (Fm)、および光合成中の最大クロロフィル蛍光 (Fm’) は、植物に飽和光 

(800ms, 3000μmol photons m-2 s-1) を照射して測定した。光合成中の定常状態でのクロロ

フィル蛍光 (Fs) は、ハロゲンランプ (KL-1500; Walz,Effeltrich, Germany) を用いて

actinic light (20-1600μmol photons m-2 s-1) 照射下で測定した。non-photochemical 

quenching (NPQ) は、(Fm-Fm’)/Fm’より算出した。 

 

2-4 Map-based クローニング 

2



 

 

光合成変異株 (39-4, 59-56, 121-1, 10-2-5) を野生株 (ecotype: Landsberg erecta)と掛け合

わせ、F2 固体を得た。スクリーニング条件下でそれぞれの表現型を示す個体を単離し、ゲ

ノム DNA を抽出してマッピングを行った。分子マーカーには  cleaved amplified 

polymorphic sequence (CAPS)とsimple sequence length polymorphism (SSLP)を用いた。                

 

3: 結果および考察 

  

 クロロフィル蛍光測定による Φ(PSⅡ) 解析 

 

 我々は EMS (ethyl methanesulfonate) により変異原処理された多数のシロイヌナズナ

植物個体の中から光合成に異常がある変異株を選伐するため、クロロフィル蛍光測定によ

る葉緑体チラコイド膜光化学系Ⅱ (PSⅡ) の量子収率[Φ(PSⅡ)]解析を行った。この解析法

は、植物生葉による二酸化炭素固定を測定することなく植物の光合成速度を評価すること

ができる。二酸化炭素固定に必要な葉緑体カルビン・サイクルでの還元力 (NADPH) 生成

のための電子は、チラコイド膜光化学系Ⅱ (PSⅡ) で光生成するので、電子の光生成速度

(Je(PSⅡ))は二酸化炭素固定速度(Vco2)と以下の関係をとる。 

「Je(PSⅡ)=α×PFD×Φ(PSⅡ)=4×Vco2 

αは生葉の光吸収率と葉緑体チラコイド膜で PSⅡに分配される光エネルギーの割合を反映

する因子であるが、シロイヌナズナの場合 0.4 であった。この関係は、実際にシロイヌナズ

ナの生葉で得られた (Fig.1)。つまり、クロロフィル蛍光解析により得られるΦ(PSⅡ)は植

物の光合成速度を示す。 
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Fig.1 シロイヌナズナ生葉の光合成速度と葉緑体チラコイド膜光化学系Ⅱ量子収率の関係 

そこで我々は、多量のシロイヌナズナの光合成速度を一度に評価できる系として、二次

元画像クロロフィル蛍光解析システムをスクリーニングに利用した (Fig.2)。このシステム

では、Φ(PSⅡ) を評価するために必要な３種類の光が用いられる。 

定 常 励 起 光  飽 和 光  測 定 光  

 

Fig2. クロロフィル蛍光二次元画像解析システム (FluorCam) 

シロイヌナズナ生葉（あるいは植物を植えた苗ポットを入れたアクリルボックス）

を装置内部(黒色の四角で表示されている)にセットし、PSⅡの量子収率[Φ(PS

Ⅱ)=(Fm’-Fs)/Fm’]を評価するための三種の光（測定光、定常励起光、飽和光）を照

射した。その際に得られるクロロフィル蛍光をモニターし、Fo, Fs, Fm’ を求めて

ΦPSⅡを算出した。 

 

光合成変異株のスクリーニング・ストラテジー 

 

C３植物は一般に、葉内 CO2 分圧 (Ci) の増大に伴いその光合成速度は増加していくが、

高 CO2分圧下では (Ci) に依存せず、光合成速度は一定の値をとるようになる。このことは

光合成を律速させる制御系因子が存在することを示している。 
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Fig.3 高等植物光合成の二酸化炭素分圧依存性モデル 

縦軸は二酸化炭素固定速度、横軸は二酸化炭素分圧を示す。各色で示した線は、光

合成に関与する主な反応の二酸化炭素依存性を示す（赤色、Rubisco の二酸化炭素

固定反応；青色、RuBP 再生反応；緑色、リン酸回収反応）。実際の光合成速度は、

各二酸化炭素分圧で最小値を取る反応に支配される。 

 

現在得られている知見では、Fig.3 に示されているように光合成速度を制御する３つの要

因がこの二酸化炭素分圧依存性に反映される。大気二酸化炭素分圧以下では、Rubisco によ

る二酸化炭素固定反応の効率が、それ以上の分圧では RuBP 再生効率が、さらに高い分圧

ではカルビン・サイクルへのリン酸回収効率が光合成を制御すると考えられている。つま

り、この理論に基づけば、光合成の二酸化炭素依存性を評価することで、光合成を制御す

る要因に異常のある変異株の単離が可能となること意味する。そこで我々は、この理論に

基づいた光合成変異株のスクリーニング系を確立した (Fig.4)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 光合成変異株の A/Ci スクリーニング 

A:高等植物光合成の二酸化炭素分圧依存性モデルを示す。スクリーニングにおいて

光合成速度を評価した Low CO2および High CO2条件を赤丸で示す。 

B:スクリーニング条件下において、二次元画像クロロフィル蛍光解析システムによ
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り得られた野生株のデータを示す。縦軸はクロロフィル蛍光強度、横軸は測定時間

を示す。葉緑体チラコイド膜光化学系Ⅱの量子収率(Φ(PSⅡ))は、測定光に同期し

た蛍光強度をパルス飽和光に依存して測定することにより評価した。Low CO2条件

および High CO2 条件それぞれで得られる量子収率をΦ20%O2、Φ5%CO2 として

示す。 

 

光合成変異株の分類 

 

Fig4.B では、実際にスクリーニング条件下において、二次元画像クロロフィル蛍光解析

システムにより得られた野生株のデータを示している。縦軸にクロロフィル蛍光強度、横

軸に測定時間を示す。定常励起光は、二次元画像クロロフィル蛍光解析装置の最大光強度

である 190μmol photons m-2 s-1を用いた。野性株を播種した植物栽培ポットをアクリルボ

ックス中に入れ、始めは Low CO2条件下での光合成速度を評価するために酸素 (20%O2, 

N2 balance) を送り込み、光合成速度が定常状態となった７分後に PSⅡの量子収率 (Φ(PS

Ⅱ))を測定した(Fig.4 B, Φ20%O2)。その後、High CO2条件下での光合成速度を評価するため

に、直ちに酸素から二酸化炭素 (5%CO2, Air balance) にガスを切り替えて、再び７分後に

(Φ(PSⅡ))を測定した(Fig.4.B, Φ5%CO2)。Low CO2条件下、および High CO2条件下でのそ

れぞれの PSⅡの量子収率 (Φ(PSⅡ))は、(Fm’-Fs)/Fm’ により算出し、それぞれΦ20%O2、

Φ5%CO2とした。野生株では、スクリーニング条件下におけるΦ20%O2は 0.3、Φ5%CO2

では 0.6 を示し (Fig.4 B) 、High CO2条件に移行させた際に約２倍ΦPSⅡが増大した。こ

のことは、CO2 濃度の増大に伴って光合成活性が促進されたことを意味する。我々はこの

Φ20%O2あるいはΦ5%CO2それぞれの「値」および「変化」に注目し、野生株と異なる挙

動を示す変異株について選伐を行った。これまでに約 2 万５千個体のスクリーニングが終

了しており、計 20 株の光合成変異株を単離した。光合成変異株(39-4, 59-51, 121-1, 10-2-5)

の二次元画像クロロフィル蛍光解析システムから得られる CO2 応答パターンを Fig.5 に示

す。また、スクリーニングにより選抜した全ての光合成変異株を CO2 応答パターンにより

分類した(表１)。 
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Fig. 4 A/Ci スクリーニングにより単離された変異株の二次元画像クロロフィル蛍光解析シ

ステムから得られる CO2応答パターン 

A/Ci スクリーニングによって単離した光合成変異株を、以下の４つのグループに分

類した；1、両 CO2条件下で常に野生株にくらべて量子収率が小さい変異株 (B), 2、

両 CO2条件下で常に電子伝達系に異常があり、量子収率が小さい変異株 (C), 3、低
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CO2 条件下で電子伝達系に異常を示す変異株 (D), 4、低 CO2 条件下で野生株に比

べて量子収率が大きい変異株 (E)。野生株(A および B,C,D,E での青色で示すクロ

ロフィル蛍光パターン)およびそれぞれのグループの中で最も顕著な表現型を示し

た変異株の、二次元画像クロロフィル蛍光解析システムから得られた CO2応答パタ

ーンを示した(B; 39-4, C; 59-51, D;121-1, E; 10-2-5)。 

 

表 1 光合成変異株の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変異原処理を施された野生株のM2種子(約25,000個体)から選抜した光合成変異株

を、二次元画像クロロフィル蛍光解析システムから得られた CO2応答パターンによ

り４つ（ B、RuBP 再生反応・糖利用効率, C、電子伝達系, D、光合成誘導初期, E、

Rubisco 反応）に分類し、単離された光合成変異株の番号と得られた個体数を示し

た。Fig.4 に CO2 応答パターンを示した変異株を赤字で記す(39-4, 59-51, 121-1, 

10-2-5)。 

 

 

 A/Ci スクリーニングによって単離された変異株は、以下に示す４つのグループに分類さ

れた；1、両 CO2条件下で常に野生株にくらべて量子収率が小さい変異株 (Fig.4 B), 2、両

CO2条件下で常に電子伝達系に異常があり、量子収率が小さい変異株 (Fig.4 C), 3、低 CO2

条件下で電子伝達系に異常を示す変異株 (Fig.4 D), 4、低 CO2条件下で野生株に比べて量子

収率が大きい変異株 (Fig.4 E)。Fig.4 B で示す変異株 39-4 は、20%O2条件下で量子収率が

野生株に比べて小さく(Φ20%O2 ; 野生株 0.3, 39-4 0.2)、5%CO2条件下に移行させた後で

もその量子収率の変動が少ない(Φ5%CO2 ; 野生株 0.6, 39-4 0.2)変異株である。A/Ci 理論

(Fig.3) に基づくと、High CO2分圧下での光合成速度を律速する要因は、Rubisco の反応で

生成する糖リン酸の葉緑体外への輸送の結果失われる葉緑体内リン酸の、葉緑体外からの
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回収反応であるため、39-4 はこのリン酸回収効率に異常がある可能性が高い。したがって、

39-4 に示されるような量子収率の応答をする変異株は、シンク系に異常がある変異株とし

てグループに分類した(表１)。Fig.4 C で示す変異株 59-51 は、20%O2条件下で野生株に比

べて量子収率が小さく(Φ20%O2 ; 野生株 0.25, 59-51 0.06)、5%CO2条件下でも量子収率の

変動は少ない(Φ5%CO2 ; 野生株 0.6, 59-51 0.072)。また、定常蛍光強度(Fs)が野性株に比

べて常に大きい変異株である。CO2固定に要求される ATP および NADPH を供給する電子

伝達系に異常があった場合、CO2 濃度に依存せず、常にプラストキノンが還元型を示す可

能性が高いため、59-51 および 59-51 で示されるような量子収率の変動、クロロフィル蛍光

の波形を示す変異株は ETR 系に異常がある変異株として分類した(表 1)。Fig.4 D で示す変

異株 121-1 は、20%O2条件下で野生株に比べて量子流率がわずかに小さいが(Φ20%O2 ; 野

生株 0.25, 121-1 0.23)、5%CO2条件下に移行させた際の量子収率の増大が野生株と同様に

認められた(Φ5%CO2 ; 野生株 0.58, 121-1 0.55)。しかし、20%O2条件下における定常蛍光

強度にいたるまでの時間が野性株に比べて遅いことが認められた。このことは、光合成の

定常状態に到るまでの時間が野性株に比べて遅いことを意味する。したがって、121-1 およ

び 121-1 で示されるような量子収率の変動、クロロフィル蛍光の波形を示す変異株は、光

合成の誘導初期に異常がある可能性が考えられる(表１)。光合成誘導初期には、気孔が開か

れるまでの間やカルビン・サイクルを構成する酵素群が活性化されるまでの間、光傷害を

回避するための迅速な NPQ (non-photochemical quenching) 誘導が要求される。そこで、

20%O2条件下、定常状態での 121-1 における NPQ の光強度依存性を測定した(Fig.5 A)。

その結果、野生株にくらべて 121-1 では、スクリーニング条件(190μmol photons m-2 s-1)

以上の光強度下(200～1200μmol photons m-2 s-1)で、定常状態においても NPQ が顕著に

低下していることが明らかとなった。121-1 の弱光下 (50μmol photons m-2 s-1) での生育

は野生株と変わらない (Fig.5 B)。したがって、このことからも 121-1 は電子伝達主経路の

活性に影響は無く、特に強光条件下または光合成誘導期での NPQ 誘導に要求されるΔpH

の形成能あるいは維持能に異常がある可能性が考えられる。Fig.4 E で示す変異株 10-2-5

は、両条件下で野性株に比べて量子収率が大きい(Φ20%O2 ; 野生株 0.37, 10-2-5 0.49, Φ

5%CO2 ; 野生株 0.57, 10-2-5 0.61)変異株である。10-2-5 では、とくに 20%O2条件下での

量子収率が大きいが、20%O2 条件下において光合成が定常状態に達していなかったことか

ら、さらに 20%O2条件下、15 分間について量子収率の測定を行った(Fig.6)。定常励起光は

130μmol photons m-2 s-1とした。その結果、20%O2条件下での量子収率は、野生株が 0.36

であったのに対して 10-2-5 では 0.57 であり、20%O2 条件下での量子収率が野生株に比べ

て約 1.6 倍大きいことが明らかとなった。このことから、10-2-5 では低 CO2条件下での光

合成速度を決定するルビスコ反応を制御する遺伝子に異常が生じている可能性が考えられ

る(表１)。 

 

4:今後の予定 
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 現在 A/Ci スクリーニングにより単離された光合成変異株 (39-4、59-51、121-1、10-2-5)  

について、原因遺伝子の同定を試みている。今後、これらの変異株における表現型が CO2

固定速度に与える影響を検証する。 

 

5:研究発表 

堀口清華、吉村(川崎)智美、新崎由紀、加藤秀紀、山本宏、鹿内利治、牧野周、加藤晃。

三宅親弘、富澤健一 

(2006) 第 47 回 日本植物生理学会年会 筑波大会 口頭発表 S03-6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 野生株、光合成変異株 (121-1) の steady-state における NPQ の光強度依存性、お

よび生育状況 

   20%O2条件下、定常励起光を(50～2000μmol photons m-2 s-1)照射し、光合成が

定常状態となった５分後に NPQ(nonphotochemical quenching) を測定した。

NPQ は(Fm-Fm’)/Fm’により算出した。 
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Fig.5 光合成変異株 10-2-5 の量子収率測定 

20%O2条件下、定常励起光(130μmol photons m-2 s-1)を照射し、15 分間について

量子収率の測定を行った(Φ20%O2 ; 野生株 0.36, 10-2-5 0.57)。 
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A-2 Rubisco を過剰生産させた植物による CO2の固定化効率向上の検討 

 

本研究課題では、高等植物における個葉レベルでの光合成能力の改善を試みることによっ

て、二酸化炭素の固定化効率の向上を計ること、さらに、その個葉レベルでの光合成能力

の改善の成果を、個体レベルでのバイオマス生産から評価することを目標にする 

 具体的には、個葉光合成改善のためのターゲットとして、光合成 CO2 固定酵素であり、

光 呼 吸 の 酸 素 吸 収 の 初 発 反 応 を 触 媒 す る ribulose-1,5-bisphosphate 

carboxylase/oxygenase (Rubisco, EC 4.1.1.39)に的を絞っている。Rubisco の光合成の律速

性については、オースラリア国立大学の G. Farquhar ら(1980)によって提唱されたもので

あるが、その後、Makino ら(1985)はイネにおいて、Evans (1986)はコムギにおいて、C3

型光合成を行う高等植物の現在の大気条件下における最大光合成速度および光呼吸速度の

律速因子であることが報告された。本研究課題では、まず、その Rubisco 量を特異的に変

化させた形質転換体の作成を試みている。方法的には、Rubisco の小サブユニット遺伝子

rbcS（核コード）をセンス方向とアンチセンス方向に rbcSプロモーターでドライブした形

質転換用ベクターを構築し、アグロバクテリウムを介してイネに形質導入する方法である。

そして、このような方法で作製した Rubisco 形質転換体イネについて、個葉レベルでの光

合成の生理・生化学から個体レベルでの乾物生産に関わる生理・生化学を解析することに

よって、高等植物における二酸化炭素固定化効率向上の方向性と限界点を検討するもので

ある。 

 

１．研究開発の成果と達成状況 

 

(1) 研究開発の成果 

 

① 要 約 

RbcS promoterをプロモーターに rbcS cDNAをセンス方向とアンチセンス方向に組み込ん

だ Sense-rbcS イネと Anti-rbcS イネを作出し、Rubisco 量の増加が特に大きかった T2世

代の 3 系統について解析を行った。RbcS と rbcL の mRNA 量を調べたところ、Rubiscoタ

ンパク質量の増加が 30%前後であったのに対し、rbcSｍRNA 量は 4～8 倍量の増、一方

rbcLmRNA 量には差はなかった。次に安定的に 130%の Rubisco 量を持つ Sense-rbcS イネ

(Sr-26-8)と35%Rubisco量を有するAnti-rbcSイネ(AS-71-4)について光合成解析を行った。

まず、Anti-rbcS イネでは大きな CO2 sensivity が認められたが、Sense-rbcS イネでは非常

に小さいものであった。さらに、光合成速度に対する Control Coefficient の結果は、

Anti-rbcS イネにおいて限りなく１に近いのに対し(特に 20˚C付近)、Sense-rbcS イネでは

明確な関係を見出せなかった。これらのことは、ともに Rubisco が光合成速度の律速要因

であることを証明している一方で、Rubisco の増強は光合成速度の向上に結びつかないもの
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であることを意味するものであった。同時に測定した Rubisco の活性化状態はやはり

Sense-rbcS イネでもっとも低くかった。このように、Sense-rbcS イネで生じる Rubisco の

部分的不活性化が、光合成速度の向上に結びつかない要因であると推定された。 

Wild type イネと Anti-rbcS イネを用いたマイクロアレイ解析の結果では、wild type イ

ネの若い葉から老化葉で 2倍以上の発現が認められた遺伝子が 271、Anti-rbcS イネ老化葉

で 2 分の 1 以下に発現抑制されていた遺伝子が 100、両者に共通する遺伝子が 24、そのう

ち 21 の遺伝子について機能推定ができた。細胞質でタンパク質分解を担うユビキチンファ

ミリーのタンパク質、グルタチオン S-トランスフェラーゼ、エチレンやジャスモン酸など

のホルモン合成に関わるタンパク質などであった。 

 

② 本文 

 

＜方法＞ 

（１）Rubisco タンパク量の量的増加が明確に確認された Sense-rbcS イネの T2 世代

(Sr-35-4、Sr-26-8、Sr-26-13)について、rbcS と rbcL mRNA と Rubiscoタンパク質量との

量的関係を調べた。次に、とくに Rubisco 量の安定的な増加が認められた Sr-26-8 につい

て、Wild type イネと Anti-rbcS イネを対照に、葉温 12～41˚C の範囲で、CO2分圧を変え

て Rubisco 量の変化による光合成速度の CO2 sensitivity と Flux Control Coefficient を求

めた。合わせてその測定条件における Rubisco の活性化状態について調べ、クロロフィル

蛍光解析も行った。 

（２）Anti-rbcS イネについては、Rubisco の分解制御が顕著と認められる老化初期に着眼

して、Rubisco の分解系に関する因子をマイクロアレイによる網羅的解析により探索した。 

 

＜結果＞ 

（１）Rubisco 量の増加が特に大きかった T2世代の 3 系統の rbcS と rbcL の mRNA 量を

調べたところ、Rubiscoタンパク質量の増加が 30%前後であったのに対し、rbcSｍRNA 量

は 4～8倍量の増、一方 rbcLmRNA 量には差はなかった(Fig. 1)。また、Sr-26-8 系統のみ

Rubisco 量を葉面積あたり、Chl 量あたり、葉身窒素含量あたりのいずれで評価しても約

30%増の Rubisco 量を確認できた(Fig. 1)。そこで、Sr-26-8 系統 Sense-rbcS イネと

35%Rubisco 量を有する Anti-rbcS イネ(AS-71-4)の光飽和光合成速度の CO2 に対する

sensivity の結果を Fig. 2 に示した。Anti-rbcS イネでは大きな CO2 sensivity が認められた

が、Sense-rbcS イネでは非常に小さいものであった。さらに、光合成速度に対する Control 

Coefficientの結果は、Anti-rbcSイネにおいて限りなく１に近いのに対し(特に 20˚C付近)、

Sense-rbcS イネでは明確な関係を見出せなかった(Fig. 3)。これらのことは、ともに Rubisco

が光合成速度の律速要因であることを証明している一方で、Rubisco の増強は光合成速度の

向上に結びつかないものであることを意味するものであった。同時に測定した Rubisco の
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活性化状態はやはり Sense-rbcS イネでもっとも低くかった(Fig. 4)。このように、

Sense-rbcS イネで生じる Rubisco の部分的不活性化が、光合成速度の向上に結びつかない

要因であると推定された。 

（２）アレイ解析の結果では、wild type イネの若い葉から老化葉で 2倍以上の発現が認め

られた遺伝子が 271、Anti-rbcS イネ老化葉で 2 分の 1 以下に発現抑制されていた遺伝子が

100、両者に共通する遺伝子が 24、そのうち 21 の遺伝子について機能推定ができた。細胞

質でタンパク質分解を担うユビキチンファミリーのタンパク質、グルタチオン S-トランス 
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フェラーゼ、エチレンやジャスモン酸などのホルモン合成に関わるタンパク質などであっ

た。 

(2) 目的に照らした達成状況 

・当初目的にしていた研究内容 

1) 昨年度までの結果で明確に Rubisco 量の増加が認められた系統について rbcS と rbcL 

mRNA と Rubiscoタンパク質量との量的関係を明らかにする。 

2) Rubisco量の増加に伴い光合成速度の増加も認められた系統のものとRubiscoの増強に

も関わらず光合成速度の増加が観察されないものもあったので、光合成速度の増加が認め

られた系統については他の光合成律速因子との量的関係を調べる。 

3) Rubisco 量の増強が光合成速度の増加に反映されなかった系統については、Rubisco 活

性化状態とそれに関与すると思われる要因(例えば循環的電子伝達活性や Water-water 

cycle などのΔpH形成に関係するオルターナティブな電子伝達)について解析する。さらに、

温度の変化がこの Rubisco の活性化に大きな要因を及ぼすので、それらについても調べた

い。 

4) Anti-rbcS イネについては、とくに Rubisco の分解制御が顕著と認められる老化初期の

ステージに着眼して、Rubisco の分解系に関する因子をマイクロアレイによる網羅的解析に

より探索する。 

 



 

・目的達成できた研究内容 

1)については達成された。rbcS の増強のみで rbcL の翻訳活性も高まり Rubiscoタンパク量

の増強に結びつくことがわかった。また、rbcS の増強は rbcL の転写には影響を及ぼさない

ことも示唆された。2)については、Rubisco 量の増強が光合成能力の改善に結びついていな

いことが明確になったので、3)への研究に専念することとした。光合成速度の向上につなが

らなかった要因はRubiscoの生体内での部分的な不活性化にあることがわかった。そこで、

その要因を明らかにすべく当初計画どおりオルターナティブな電子伝達の解析、さらには

それらの温度応答等の解析を行った。4)については、いくつかの重要となる遺伝子の同定が

なされた。 

 

・目的達成できなかった研究内容 

 Rubisco の増強が認めれたイネにおける Rubisco の生体内での部分的な不活性化が生じ

る要因をオルタナーティフな電子伝達活性の制御から解析を行ったが、その要因を特定す

ることができなかった。さらに厳密な PSII と PSI の量子収率および CO2同化の同時測定

システムを構築することで解析を進めたい。また、4)において Rubisco 分解を司ると考え

られるいくつかの重要な遺伝子の候補を絞ることはできたものの実際の Rubisco 分解のモ

デルを提唱するまでには至っていない。さらなる知見が必要である。 

2．研究発表・講演、文献、特許等の状況 

 

(1) 研究発表・講演 

和田慎也、石田宏幸、牧野 周、前 忠彦：Rubisco 大サブユニットを部位特異的に分解す

る葉緑体プロテアーゼの精製と同定。第 46 回日本植物生理学会年会 2005 年 3 月 24

日―26日 新潟 

佐々木英理子、広津直樹、牧野 周、前 忠彦、三宅親弘：光合成誘導過程における律速

要因について。第 46 回日本植物生理学会年会 2005年 3月 24日―26日 新潟 

広津直樹、牧野 周、前 忠彦：低温処理による PSI cyclic electron flow と water-water 

cycle への電子伝達速度の変化。第 46 回日本植物生理学会年会 2005年 3月 24日―26

日 新潟 

牛尾亜由子、牧野 周、前 忠彦、広津直樹、道園美弦、島地英夫：栽培温度がバラ葉の

光エネルギー利用と消去特性に与える影響。第 46 回日本植物生理学会年会 2005年 3

月 24日―26日 新潟 

堀口清華、三宅親弘、新崎由紀、山本 宏、加藤秀起、宮田桃子、鹿内利治、牧野 周、

富沢健一：光合成制御要因の調節因子探索を目的としたシロイヌナズナ A/Ci 変異株の

スクリーニング法の確立と現状。第 46 回日本植物生理学会年会 2005年 3月 24日―

26日 新潟 

今井一洋、鈴木雄二、牧野 周、前 忠彦：イネ葉の一生における rbcS、rbcL mRNA 量
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と Rubisco 生成量の関係に及ぼす窒素栄養の影響。日本土壌肥料学会 2005年度島根大

会 2005年 9月 6日―8日 島根 

牧野 周、林 浩昭、大山卓爾、前 忠彦：イネの生産性・品質と栄養生理。日本土壌肥

料学会 2005年度島根大会シンポジウム 2005年 9月 6日―8日 島根 

牧野 周：作物の生産性と個葉光合成 基礎生物学研究所重点利用研究 Eco/Devo シンポジ

ウム 平成 17年 12月 28日、岡崎 

牧野 周：Rubisco 効率の改善。第 47 回日本植物生理学会年会 2006 年 3 月 19 日―21

日 つくば 

堀口清華、吉村智美、新崎由紀、加藤秀起、山本 宏、鹿内利治、牧野 周、加藤 晃、

三宅親弘、富沢健一：光合成制御要因の調節因子探索を目的としたシロイヌナズナ A/Ci

変異株のスクリーニング法の確立と現状。第 47 回日本植物生理学会年会 2006年 3月

19日―21日 つくば 

山本 宏、堀口清華、牧野 周、新崎由紀、三宅親弘、富沢健一：高等植物は光化学系 I

循環的電子伝達反応の活性を生育光強度に対してダイナミックに調節する。第 47 回日

本植物生理学会年会 2006年 3月 19日―21日 つくば 

今井一洋、鈴木雄二、牧野 周、前 忠彦：イネ葉の老化過程における rbcS、rbcL mRNA

量と Rubisco 生成量の関係に及ぼす窒素栄養の影響。第 47 回日本植物生理学会年会 

2006年 3月 19日―21日 つくば 
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A-3 窒素固定能力付与に向けた基盤技術開発 

 

緒言 

 二酸化炭素固定を目的とした乾燥地帯のような植物が成育しにくい地域の緑化を進展さ

せるためには、植物における養分吸収能力の改善が必須である。本研究では、植物の成育

に不可欠な養分のうち大気から供給できない三大栄養素のうち窒素の吸収能力改善に向け

た基盤技術開発について取り組んでいる。植生が乏しい地域の土壌には窒素がわずかしか

含まれておらず、このような地域の大規模緑化を考える際、窒素源の確保は重要である。

また、緑化面積の拡大や生産性の向上にともなう窒素肥料に依存しない窒素源の確保時術

の一つとして、窒素固定藍藻のゲノム情報を活用した大気中の窒素を固定できる能力を付

与した新規植物の創製を立案している。 

 酸素により失活する窒素固定酵素は、酸素を発生する光合成と同一細胞内で共存するこ

とは難しいと考えられているが、ある種の単細胞性藍藻では明期に光合成、暗期に窒素固

定を行うことが示されている。また、ある種の糸状性藍藻では明期に窒素固定を行うこと

も示されている。このことは、光合成と窒素固定の両反応を行う藍藻のゲノム情報を活用

することで、窒素固定能を付与した高等植物創生の可能性を示す。藍藻由来の窒素固定関

連遺伝子群の森林再生樹木への適用が可能か否かの見極めることを目的としている。 

 昨年度までに、単細胞性窒素固定藍藻 Cyanothece sp. TU126 のゲノムからニトロゲナー

ゼの構造遺伝子を含む 20 個（nifT、nifZ、nifV、nifP、nifB、fdxN、nifS、nifU、nifH、

nifD、nifK、nifE、nifN、nifX、orf2、orf1、nifW、hesA、hesB、fdxH）の遺伝子が約

26 kbpにわたって遺伝子クラスターを形成していることを明らかにしている（図 1）。また、

比較ゲノムによる差分解析から、これらの遺伝子が窒素固定藍藻に特異的な遺伝情報に含

まれることも明らかにしている。今年度は、単細胞性窒素固定藍藻 Cyanothece sp. TU126

に見いだした窒素固定関連遺伝子クラスターを導入した植物を作出した。 

 

 

図 1 Cyanothece sp. TU126 の窒素固定関連遺伝子クラスターの模式図 

 

材料と方法 

1、実験材料 

 単細胞性窒素固定藍藻 Cyanothece sp. TU126 は、熊澤修造博士より分与頂いた。

Cyanothece sp. TU126 は 30 ℃、130 µ mol・m-2s-1 の光照射下、窒素化合物を含まない

A-N培地(Mitsui and Cao, 1988)で振盪培養した。タバコ(Nicotiana tabacum cv. xanthi)

は 3%(w/v) sucrose、100 mg/l myo-inositol、2 mg/l glycine、0.1 mg/l thiamin-HCl、0.5 mg/l 
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pyridoxine-HCl、0.5 mg/l nicotinic acid、0.2%(w/v) gellan gum を含む MS 培地(pH 

5.8)(Murashige and Skoog,1962)にて無菌的に成育させた。 

 

2、窒素固定関連遺伝子導入タバコ葉緑体形質転換ベクターの構築 

 Cyanothece sp. TU126 のゲノム DNA は、Golden らの方法(1987)に従って取得した。約

26 kbp の窒素固定関連遺伝子群は、Cyanothece sp. TU126 のゲノムを鋳型に

LA-Taq(TAKARA)と以下に示すプライマーを用いて PCR により増幅した。Forward 

primer; ACGCGTCCTGACCCCGAAACCCCCGTAA AGACAATG 、 Reverse Primer; 

ACGCGTTGGGAGCATTGGGAACAGCGGA GCGAGAGT 下線部は、MluI サイトを示

している。増幅した PCR断片は、MluI 処理した後、MluI 処理、脱リン酸化処理した長鎖

DNA導入用葉緑体形質転換ベクターへ挿入した。 

 

3、タバコ葉緑体形質転換と形質転換体の選抜 

 タバコの葉緑体形質転換は既存の方法に従って行った。タバコの葉の主葉脈を取り除き、

RMOP培地(Svab et al., 1990)に置き暗所で一晩培養した。パーティクルガンを用いたタバ

コ葉への遺伝子導入は Stefan らの方法(2002)に従って行った。遺伝子導入を行ったタバコ

葉は、2 日間培養した後、約 3 mm 角に刻み 500 ml/l スペクチノマイシンを含む RMOP

培地で shoot を選抜した。選抜した shoot は、500 ml/l スペクチノマイシンを含むMS培

地に移し生育させた。葉のサイズが約 5〜10 mm に成長した時点で、DNA を抽出し、PCR

により窒素固定関連遺伝子群の葉緑体ゲノムへの導入の確認を行った。遺伝子の導入が確

認された shoot は、アグリポットで約 2 ヶ月成育させた後、土植えにより種子を得るまで

生育した。 

 

4、形質転換体の窒素固定能付与の評価 

 窒素固定能付与の有無は、形質転換体から取得した種子を、窒素化合物を含まない MS

培地にて生育させることにより評価した。 

 

 

結果 

1、 葉緑体ゲノムへの窒素固定関連遺伝子群の導入 

 藍藻の窒素固定関連遺伝子クラスターを高等植物へ導入することで、植物に窒素固定能

を付与することができる可能性を検討するために、タバコ葉緑体ゲノムへ Cyanothece sp. 

TU126 の窒素固定関連遺伝子クラスターの導入を試みた。PCR により増幅した

Cyanothece sp. TU126 の窒素固定関連遺伝子クラスターを長鎖 DNA導入用葉緑体形質転

換ベクターへ挿入することで pTA500/nif-cluster を構築した（図 2a）。pTA500/nif-cluster

をパーティクルガンを用いた葉緑体形質転換によりタバコ葉緑体ゲノムへ導入した。得ら
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れたスペクチノマイシン耐性 shoot から全 DNA を抽出し、PCR により窒素固定関連遺伝

子クラスターの導入を確認した結果、13 個の葉緑体形質転換体が得られた（図 2b、解析結

果の一部を示す）。発根が認められた形質転換体について、アグリポットで成育させ、さら

に土植えで成育させた。花が咲いた形質転換体から、自家受粉により、種子を得た。 

 

図 2 Cyanothece sp. TU126 の窒素固定関連遺伝子クラスターの葉緑体ゲノムへの導入 

(a) pTA500/nif-cluster を用いたバコ葉緑体ゲノムへの窒素固定関連遺伝子クラスター導入

の模式図を示す。矢印 A、B は遺伝子導入の確認のために用いたプライマーの位置を示す。

(b)PCR による遺伝子導入の確認の結果の一部を示す。 

 

2、形質転換体の窒素固定能付与の評価 

 植物は窒素化合物を培地中から吸収することが出来なければ窒素不足により枯死するが、

ラン藻の窒素固定関連遺伝子クラスターを導入したことにより窒素固定能が付与されてい

れば大気中の窒素を固定することにより成育できることが期待される。そこで、窒素化合

物を含まない培地に、葉緑体ゲノムに窒素固定関連遺伝子クラスターを導入した形質転換

タバコの種子を播種し、野生型タバコとの成長を比較することにより、窒素固定能が付与

されているかどうかを評価した。その結果、形質転換タバコを窒素化合物とスペクチノマ

イシンを含む MS 培地に播種した場合には窒素不足の表現は示さなかった。しかし、窒素

化合物を含まない MS 培地に播種した形質転換タバコ、野生型タバコはともに約一か月後

には窒素不足の表現を示した（図 3）。この結果より、PCR によって増幅した単細胞性窒素
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固定藍藻の窒素固定関連遺伝子群クラスターの導入では、植物に窒素固定能が付与されな

い可能性が考えられた。 

 

図 3窒素固定関連遺伝子クラスター導入タバコ形質転換体の窒素固定能の評価 

+N は培地中に窒素化合物を含む、-N は培地中に窒素化合物を含んでいないことを示して

いる。 

 

 

まとめ 

 昨年度までに明らかにしている単細胞性窒素固定藍藻 Cyanothece sp. TU126 の窒素固

定関連遺伝子群を葉緑体ゲノムへ導入した形質転換植物の作出を試みた。PCR により、約

26 kbp の窒素固定関連遺伝子クラスターを増幅し、長鎖 DNA導入用葉緑体形質転換ベク

ターにクローニングした。この葉緑体長鎖 DNA導入用形質転換ベクターを用い、窒素固定

関連遺伝子クラスターをタバコ葉緑体ゲノムへ一括導入した。PCR により窒素固定関連遺

伝子クラスターが導入されていることを確認できた形質転換タバコから、自家受粉によっ

て種子を取得した。さらに、形質転換タバコに窒素固定能が付与されているかを確認する

ために、得られた種子を窒素源を含まない培地上に播種した。しかし、形質転換タバコは、

野生型と同様、発芽後約一か月後には窒素不足の表現を示し、遺伝子クラスターの導入効

果は認められなかった。したがって、PCR によって増幅した単細胞性窒素固定藍藻の窒素

固定関連遺伝子群クラスターの導入では、植物に窒素固定能が付与されない可能性が考え

られた。 

 

-N+N

+スペクチノマイシン

形質転換体 野生型
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A-4 養水分吸収能力の強化に向けた基盤技術開発 

 

要約 

本項目では、遺伝子組換え技術やマーカー補助選抜により根の耐性を強化する手法の開

発に取り組んでいる。具体的には、南米のユーカリ栽培地で多い酸性土壌で問題となるリ

ン酸欠乏とアルミニウム過剰の回避策を主要なターゲットとするとともに、モデル植物シ

ロイヌナズナでゲノム科学的な手法によるイオンストレス耐性遺伝子の濃縮技術を開発し、

ユーカリへ適用することを目指している。 

 根から放出される有機酸は、アルミニウムと錯体を形成して無毒化するとともに、リン

酸アルミニウムからリン酸を可溶化する。放出する有機酸の種類は植物種により異なるが、

シロイヌナズナではリンゴ酸を、ユーカリでは複数種の有機酸を放出する。この分子機構

の解明と遺伝子組換え技術の開発を目的として研究を進めた。ユーカリに関しては、RNAi

法によるイソクエン酸脱水素酵素の発現抑制によりクエン酸代謝を改変した植物体を作製

し、そのクエン酸放出能力が強化できることが明らかになったが、細胞膜上のクエン酸輸

送能力を向上させることが課題として残された。この細胞膜上の輸送に関して、モデル植

物シロイヌナズナのリンゴ酸放出に関して解析を進めた。その結果、シロイヌナズナの Al

耐性は、QTL 領域に存在する遺伝子産物であるリンゴ酸輸送タンパク質の発現量及び機能

により制御されていることが明らかとなった。このリンゴ酸トランスポーターの発現は、

Al 誘導的であり、発現量と放出には高い相関が認められた。このリンゴ酸トランスポータ

ー遺伝子は、マイクロアレイ解析により全ゲノム上で最も誘導される遺伝子であることを

明らかにした。誘導遺伝子のスクリーニングは有効な遺伝子単離技術であることが強く示

唆された。ユーカリから酸性土壌耐性に関わる新規有用遺伝子を単離するために、EST ラ

イブラリーを作製して、シークエンスを行った。 

 

Improvement of the ability of roots to access to nutrients and water in soils would be 

one of the major targets in Eucalypts breeding for utilization for the re-establishment 

of forest system. In many problem soils, Eucalyptus plantations including 

re-established forest are damaged by drought stress, which would be related with poor 

development of root system by toxicants in soils (e.g. aluminum ion in acid soil). Also, 

poor nutrient status in problem soils, such as the fixation of phosphorous by 

aluminum and calcium, causes severe reduction of the growth rate in plantations. One 

solution to prevent from such damages would be the improvement of root systems by 

efficient breeding system including genetic manipulation and maker assisted selection. 

We focused on aluminum tolerance and efficient P-uptake from aluminum phosphate 

as the major targets of the current project because these stress factors are common in 

Eucalyptus plantation in South American countries. Also, we tried to establish the 
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strategy for identifying genes controlling tolerance to rhizotoxic ions by genomics 

approaches in a model plant Arabidopsis, and then the concept was applied for the 

gene hunting in Eucalyptus.  

 Firstly, we characterized molecular mechanism of organic acid excretion from 

genetically modified eucalypts hybrid and aluminum tolerant Arabidopsis. Organic 

acid release from the root is known as either aluminum tolerant mechanism or 

efficient P utilization mechanism from aluminum phosphate, but the organic acid 

species is variable in different plant species. Eucalypts hybrid released both malate 

and citrate, but malate is the major organic acid released from Arabidopsis roots in 

response to aluminum. Transgenic eucalypts hybrid GUT5 with RNAi inhibition of the 

cytosolic isocitrate dehydrogenase released more citrate than the control plants and in 

turn showing improved growth in acid soil. To further improve the capacity of citrate 

excretion, it would be important to improve citrate transporting capacity of the roots 

by another transgenic approach. As a model case study of enhanced organic acid 

excretion in plant, malate excretion in Arabidopsis in response to aluminum was 

characterized with genomics approaches. By the comparative microarray analysis for 

aluminum tolerant QTL, a gene showing homology to the malate transporter in wheat 

was identified as a key gene controlling aluminum tolerance in Arabidopsis. The gene 

is hyper up-regulated by aluminum treatment and is concomitant with 

aluminum-induced malate release. Transcript level of the gene is correlated with 

aluminum tolerance of natural accessions, suggesting that similar strategies can be 

applicable to identify key genes controlling aluminum tolerant in eucalypts. Therefore, 

EST libraries were established from mRNA pools isolated from Eucalyptus roots.  
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1． 緒言 

 植物により二酸化炭素の吸収量を増加させるためには、不良環境の植生を回復すること

が有効である。本プロジェクトで対象とする製紙原材料ユーカリは、元来環境抵抗性が高

いとされているが、様々な苛烈な環境条件に導入される局面も想定される。土壌条件やそ

れに起因するストレス因子が現れる部位は様々であるが、根の伸長・発達が阻害されるこ

とは、アクセスできる土壌のボリュームとそこに含まれる養分・水分量が少なくなること

を意味する。したがって、根のイオンストレス耐性を高めることは、旱魃抵抗性を向上さ

せることに結びつくため、植生回復樹木開発の鍵となる技術である。 

一般の作物・牧草生産などのいわゆる農耕地として利用できる陸地面積の過半が、塩類

集積や酸性障害が問題となる土壌である。塩基性（塩類集積土壌を含む）は 30％弱、酸性

土壌は 40％弱を占めている。植生拡大でターゲットとする植林地は、農耕地として利用可

能な土壌よりもさらに苛烈なストレスが問題となる不良土壌も想定する必要がある。これ

らの不良土壌では、各種イオンの過剰障害や必須養分の欠乏などにより、土壌の改良や肥

料の投入による経済・資源コストが、“理想的”な土壌よりもはるかに高くつくことになる。

これらの不良土壌で生じる生産性の低下は土壌の化学性によるものであるが、根の発育不

全や養分吸収能力の相対的な低下に起因する部分が大きい。例えば、酸性土壌では、石灰

（Ca 供給と pH矯正の２つの効果がある）と、リン酸を多量に投入する必要がある。この

例では、1 ha 当たり 10ｔの石灰を投入することが、生産を可能にするために必要である。

石灰を投入していない場合、通常の作物は根の発達が不十分で、乾期の“乾燥ストレス”

により枯死する。この土壌では、化学性により植物の第二制限栄養素であるリン酸の施肥

効果も低くなる。これらの要因が絡み合い、生産性を著しく低下させることになる。一方、

塩基性若しくは塩類集積土壌でも、P、Fe等の養分の欠乏や Na の集積などの過剰害が生じ

るが、根の発育不全は乾燥抵抗性の喪失に直結している。実用的な植林樹種であるユーカ

リでこの問題を解決するためには、根の耐性と機能を分子改良などにより強化することが

極めて有効である。 

 ところで、分子改良に関しては、既にいくつかの有用遺伝子が特定され、部分的に耐性

を強化する手法が開発されている。ここで問題となるのは、必ずしも組換え体のパフォー

マンスが、実験室内のモデル的な条件と自然環境に近い条件で一致しないことにある。こ

の原因は、環境要因の影響もあるが、むしろ単一の遺伝子が自然環境の表現型を変える割

合が小さいことが主な原因と考えられる。つまり、一つの表現形質を構成する遺伝要因は

複数存在するのが一般的であるためである。このことは、分子生理学的には異なる遺伝子

産物の関与で、遺伝学的には量的遺伝形質となっていることからも理解できる。従って、

実用化を考える場合には、既に実用化の目処が立った多重組換え技術を応用して、複数の

遺伝子を導入することが効果的と考えられる。本研究でターゲットとする、クエン酸放出

は、根の機能性改良の点からは、酸性土壌耐性や低リン耐性に直結することから、非常に

有望なターゲット形質である。この領域では、分子生理学的な知見が急速に集積され、残
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されたターゲット遺伝子は、細胞膜上のクエン酸輸送に関わる遺伝子のみである。一方、

本プロジェクトで対象とするユーカリでは、ゲノムシークエンシングプロジェクトが開始

されると共にアクセッションの収集が行われている。仮に、根のストレス耐性に関与する

遺伝子を特定する手法が確立できれば、それを応用して比較ゲノム科学により、環境耐性

に関する遺伝子の単離や、分子マーカーの特定が可能になると考えられる。本研究では、

ゲノム科学研究で情報が整備されているモデル植物シロイヌナズナで、ユーカリで整備さ

れるゲノム情報の範囲内で“耐性遺伝子を単離する手法”の開発を目的とした研究も進め

る。 

本項目の最終的なゴールは、前述の背景からⅠ）クエン酸放出に関わる分子機構の解明

とそれに基づく強化手法の開発と、Ⅱ）酸性・塩類集積土壌でのゲノム科学的遺伝子単離

技術開発を目的としている。Ⅰ）に関しては、クエン酸合成酵素（CS）過剰発現との相乗

効果が期待される NADP 特異的イソクエン酸脱水素酵素（ICDH）発現抑制について、モ

デル植物であるシロイヌナズナにおいてその効果が認められたのを受けて、ICDH 発現抑制

ユーカリを作出し、その解析を行った。II）に関しては、ゲノム科学解析により、イオンス

トレス耐性遺伝子の特定において、誘導遺伝子のスクリーニングは有効な遺伝子単離技術

であることを示唆するデータを得た。この技術をユーカリに応用し、EST ライブラリーか

ら発現誘導遺伝子群の獲得を実施した。 

 

２． 材料および方法 

２．１ ICDH 発現抑制がユーカリの酸性土壌耐性に与える効果 

２．１．１ ICDH の発現を抑制したユーカリの作出 

 ICDH 発現抑制ユーカリの作出および以降の解析に使用したライン（i3’-11 と i3’-14）

に関しては、平成 16年度研究成果報告書に記載したとおりである。 

 

２．１．２ 組換えユーカリのクエン酸放出試験 

 再分化個体を 1/4 強度の B5無機栄養塩溶液で無菌的に 4-6 週間栽培した。Al を含む溶液

で処理し、溶液を回収した。回収溶液の処理および測定は Kihara ら（2003）の方法に従っ

た。 

 

２．１．３ 組換えユーカリの土耕試験および分析 

使用した土壌は宮城県川渡黒ボク土壌であり、土壌の化学性は表１のとおりであり、本

試験土壌は pH が低くアルミニウムの量が多い酸性土壌であることがわかる。表２の栄養素

を添加した土壌 2.5 kg をいれた 1/5000 aポットに、2 週間水耕栽培にて外環境に馴化させ

た非組換え体である GUT5 と組換え体 i3-14 を移植し、閉鎖系全天候型温室にて栽培した。

土壌水分は最大容水量の 20-50 %に維持した。6ヶ月後に回収して、重量を測定した。また、

上位葉、下位葉および根を回収し体内リン量を測定した。リン量測定用試料溶液の調整は
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以下のようにして行った。回収した試料を 70℃で 2日間乾燥させた。その一部を硝酸と過

酸化水素により灰化した。灰化はマイクロウェーブ灰化装置（Ethos 900、 MILLESTONE）

を用いておこなった。リンはモリブデンブルー法により定量した。 

表１ 土壌の化学性   表 2 土壌に添加した栄養素 

  

 

 

 

２．２ シロイヌナズナをモデルとする細胞膜輸送レベルで制御される Al 耐性の分子機構

の解明 

２．２．１ Al 耐性遺伝子の QTL 解析 

 Cvi/Ler 交配系の RI ラインを水耕栽培法で栽培し、Al イオンに対する耐性を根長で評価

した。基本的な方法は、Col/Ler 交配系の解析と同様に行った（Kobayashi と Koyama

（2002））。単因子 QTL の検出には複合区間マッピング法を、エピスタシスの推定には完全

組合せ法を用い、危険率１％以下の水準で有意な染色体上の位置を推定した。 

 

２．２．２ 準同質遺伝子系統（NIL）の作製とそれを用いた Al 耐性 QTL のファインマ

ッピング 

 QTL 解析により検出された 1番染色体上部の Al耐性 QTL領域を Col型の持つ系統と感

受性親である Ler を戻し交配することで、Al耐性 QTL領域以外を Ler型とする NIL を作

製した。Al耐性 QTL領域に関してもさまざまな遺伝子型を有する複数の NIL を用いて、

QTL 解析を行った方法と同様にして Al耐性を評価し、Al耐性 QTL領域の絞込みを行った。 

 

２．２．３ マイクロアレイ解析 

 QTL 解析を行った方法と同様にして Col を Al 処理し、Suzuki ら（2004）の方法に従い

RNA の抽出を行った。Agilent社 ArabidopsisII を使用して解析を行った。 

 

２．２．４ Al に応答したリンゴ酸放出 

 MGRL栄養塩溶液で 4日間発芽・栽培した後、Al を含む溶液で処理し一定時間後に全

溶液を回収した。時間変化解析は、一定時間後に溶液の 1部を回収することで行った。実

験はすべて無菌的に行った。リンゴ酸の定量は Kihara ら（2003）の方法に従った。 

 

２．２．５ カドミニウム耐性評価試験 

 基本的に Al耐性評価試験と同様であり、カドミニウム（Cd）を含む溶液中での根伸長を

pH(H2O) 交換酸度（y1） 交換性Al

cmol kg
-1

4.0 23.7 9.7

Low P High P

NaH2PO4 20 100

CaCO3

KCl

MgSO4

(NH4)2SO4 (mg/100 g soil)

36

13.2

12

48
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指標として行った。 

 

２．２．６ 遺伝子の転写レベル解析 

Al 処理あるいは Cd 処理した根から Suzuki ら（2004）の方法に従い total RNA を抽出

した。定法に従い逆転写反応を行い cDNA を合成した後、その一部を用いて PCR 反応を行

った。指数増幅をしているサイクルで PCR 反応を止め、反応溶液の一部をアガロースゲル

で分離した。イメージアナライザーTyphoon（amershambiosciences）により画像解析を行

い、バンド強度の数値化を行った。ユビキチン遺伝子をコントロールとして使用した。 

 

２．３ ユーカリからの新規有用遺伝子の探索 

２．３．１ 完全長 cDNA ライブラリーの作製 

 2ヶ月栽培したユーカリ（Eucalyptus grandis×Eucalyptus urophylla hybrid species、 

GUT5）の根から、Southerton ら（1998）の方法を改変した方法で total RNA の抽出を

行った。この RNA から、V-キャッピング法により完全長 cDNA ライブラリーを作製した

（日立ハイテクサイエンスシステムズ）。 

 

３． 結果および考察 

３．１ ICDH 発現抑制がユーカリの酸性土壌耐性に与える効果 

３．１．１ はじめに 

 NADP イソクエン酸脱水素酵素（ICDH）は細胞質においてイソクエン酸の 2-オキソグ

ルタル酸への変換を触媒しており、アミノ酸合成への炭素骨格供給経路における重要な構

成酵素であると考えられている。この ICDH は、モデル植物の解析から、クエン酸合成酵

素（CS）の過剰発現との相乗効果が期待される。昨年度までに、シロイヌナズナにおい

て、ICDH を発現抑制することでクエン酸放出レベルの向上および酸性土壌における生育

の改善を確かめた。このことから、ICDH 発現抑制による同様の効果がユーカリにおいて

期待された。そこで、ICDH 発現抑制ユーカリを作製して解析を進めた。 

 

３．１．２ ICDH 発現抑制ユーカリのクエン酸放出 

 根における ICDH の酵素活性がそれぞれ非組換え体の 50％と 20％になっていた i3’-14

と i3’-11 では根内のクエン濃度が 1.5 倍程度に高まっていた（平成 16 年度研究成果報告

書参照）。これら組換え体の根からのクエン酸放出を測定した。リンゴ酸の放出量は組換

え体と非組換え体で変化が認められなかった。一方、クエン酸放出量は組換え体で増加し

ており、非組換え体の 1.5－1.7倍に増加していた（第 1図）。 
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３．１．３ ICDH 発現抑制ユーカリの酸性土壌における生育 

 クエン酸放出量が増加している ICDH 発現抑制ユーカリが実際の酸性土壌においてどの

ような生育パフォーマンスを示すか解析する為に土耕試験をおこなった。土壌に加えるリ

ン酸レベルを低く設定した Low P区は、添加したリン酸はその多くは土壌に固定されてい

ると考えられるため、この区での生育は固定されたリンをどれだけ利用できたかを反映し

ていると考えられる。Low P区に移植し 6ヵ月後の重量を比較すると、組換え体の根の量

および重量、地上部の重量は改善していた。個体全体の重量で比較すると、組換え体は非

組換え体である GUT5 の約 1.5倍になっていた（第２図）。 
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 個体中のリン含量（µg P / mg dry weight）を測定した。若い葉におけるリン含量は組換

え体において高い傾向は認められたが、大きな差ではなかった。一方、リン酸欠乏時にま

ずリン含量が低下するとされる古い葉および根では、組換え体において有意に高かった（第

第１図 ICDH 発現抑制ユーカリの有機酸放出 （p=0.01）

a

b b

第２図 ICDH 発現抑制ユーカリの酸性土壌における生育 （n=3）
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１表）。この結果と組換え体の新鮮重量が非組換え体より重いことから、組換え体のリン利

用効率が高まっていると解釈できる。 

 

 

Young leaves Old leaves Roots

Low P GUT5 1.22 ± 0.24 0.63 ± 0.11 0.28 ± 0.04

i3'-14 1.46 ± 0.18 0.95 ± 0.15 0.33 ± 0.06  

 

 したがって、ICDH 発現抑制によりクエン酸放出能が増強されたことでリンの利用効率が

向上し、酸性土壌における生育が改善したと考えられる。 

 一方、普通土壌で生育させた場合、組換え体の生育は非組換え体の 70％程度になってい

た。これは、植物個体全体での ICDH 発現抑制は生育に負の影響も有することを示唆して

いる。これまでに、我々が作製したシロイヌナズナを含め ICDH を発現抑制した植物に関

していくつか報告されているが、それらの植物では ICDH 発現抑制による生育量の減少は

報告されていない（Kruse ら（1998）、Delhaize ら（2003））。現在考えられている ICDH

の主要な役割は、窒素同化系への炭素骨格の供給と還元力（NADPH）の供給である。過去

の事例は、ICDH が発現抑制されてもこれらの経路はイソ酵素あるいは他の酵素により補正

された結果と考えられるが、ユーカリにおいては ICDH への依存度が高い経路が存在して

いるのかもしれない。本方法を実用技術に高めるためには、発現抑制方法等の技術開発の

必要があるだろう。 

 

３．２ シロイヌナズナをモデルとする細胞膜輸送レベルで制御される Al 耐性の分子機構

の解明 

３．２．１ はじめに 

シロイヌナズナのＡｌ耐性は昨年度までに報告したように、リンゴ酸放出に依存してい

る。その分子機構を解明することは、ユーカリにリンゴ酸放出能力を付与するために効果

的であるといえる。また、ユーカリにおける耐性遺伝子の単離を考えた場合、品種間差と

マイクロアレイは利用可能である。この最小限のツールにより遺伝子を効率的に単離する

手法を確立することがこの項目の主な目的である。これを確立するためには、シロイヌナ

ズナの研究環境を利用することは有効である。そこで、マイクロアレイ解析と品種間差遺

伝子発現比較などのゲノム科学的なアプローチにより、遺伝子の特定を進めた。 

 

３．２．２ 比較マイクロアレイによる QTL1 領域内の耐性候補遺伝子の特定 

 品種間差とは突き詰めると形質に関わる遺伝子産物群の能力と相関を持つ。その原因は、

形質に関与する遺伝子の種類と個々の遺伝子の能力（量と比活性）の総合的な差異である。

昨年までの研究で使用してきた、RI ラインは 2 系統の親の子孫であるため、単独の遺伝子

第１表 植物個体内のリン含量（µg P / mg dry weight） *p=0.05 

* *
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の作用に基づく一つの因子に関するバリエーションは 2 種類であり、品種間差を取り扱う

場合の最も単純化したモデルと言える。遺伝子組換え体の場合は、主に一つの遺伝子の発

現量の違いだけに起因するが、RI 集団の場合には耐性を決定するシステムに含まれる複数

の遺伝子の差を反映することも期待できる。 

 シロイヌナズナの RI ライン２系統（Al耐性である、Col と Cvi と感受性である Ler との

交配により作成された集団）を用いた解析から、第１染色体の上腕に Al耐性 QTL（QTL1）

が存在することが明らかとなった。また、この領域を耐性の遺伝子型に持つ場合には、リ

ンゴ酸放出が高いことを見出した。つまり、シロイヌナズナ第 1 染色体上部には、リンゴ

酸放出に原因を持つ Al耐性遺伝子が存在することになる。さらに、その染色体上の位置を

特定するために、両者で一致した QTL１を戻し交配により作成した NIL により絞込み、凡

そ１Mb の領域に存在することを明らかにした（第３図）。この領域内で、Al 耐性系統で、

感受性系統よりも発現量が高い遺伝子をマイクロアレイ解析により解析した。Agilent 社

ArabidopsisII を用いた解析では、Col及び Cvi で有意に発現が高い遺伝子は、機能未知遺

伝子 1 つを含む 3 つに特定することができた。この内、機能未知の遺伝子はコムギで単離

されたリンゴ酸トランスポーター遺伝子のホモローグであった（第４図）。 
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第３図 QTL１領域のファインマッピング
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第４図 QTL1領域における発現増加遺伝子のマイクロアレイによる特定 

 

３．２．３ At1g08430 の機能及び発現解析 

オーバーラップする遺伝子のうち、At1g08430 はコムギリンゴ酸トランスポーター遺伝子

と高い相同性を示した。SALK より入手した遺伝子破壊ラインでは、Al に対して超感受性

を示すとともに、Al に応答するリンゴ酸放出能力を喪失していた（第５図）。したがって、

QTL領域でマイクロアレイ解析により推定された遺伝子のうちで、この遺伝子が Al耐性を

支配する遺伝子であることが示唆された。 

 

 

 
第５図 ＱＴＬ領域に存在する耐性系統で発現量が高い遺伝子の破壊実験 
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 シロイヌナズナの根を Al溶液で処理した場合、この遺伝子は即時に誘導され、24 時間後

には全ゲノム上で最も誘導される遺伝子であった（第６図）。誘導は、1 時間目から直線的

に増加し、24 時間目には全ゲノム上で最も発現量が高いことが明らかとなった。この誘導

の程度は、リンゴ酸放出の能力と同じ誘導パターンを示すことから、転写レベルが発現に

相関を持つことが明らかと推定された（第７図）。この誘導は、ほぼ Al イオンに特異的で

あり、放出が特異的であることとも一致した。 

Ａｔ１ｇ０８４３０Ａｔ１ｇ０８４３０

 

第６図 Aｌ処理によるシロイヌナズナ根部遺伝子発現の経時的マイクロアレイ解析 
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第７図 シロイヌナズナのリンゴ酸放出のタイムコース 

 

３．２．４ At1g08430 の Al 耐性品種間差への貢献 

【非公開内容につき省略】 

 

３．２．５ 誘導遺伝子と耐性発現の相関モデルの検証 

【非公開内容につき省略】 
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３．３ ユーカリからの新規有用遺伝子の探索 

３．３．１ はじめに 

 前項の研究は、シロイヌナズナの主要な Al耐性機構はリンゴ酸放出であり、それを支配

している遺伝子産物はリンゴ酸輸送タンパク（リンゴ酸トランスポーター）であることを

示している。同時に、有機酸放出において有機酸輸送タンパク（有機酸トランスポーター）

の貢献度が非常に高いことを示している。また、根に対するイオンストレスの耐性遺伝子

をストレスに応答して発現誘導する遺伝子群の中から特定できる可能性を示唆している。

そこで、クエン酸トランスポーター遺伝子を含め育種マーカーへの応用が期待できる、酸

性土壌耐性に関わる新規有用遺伝子をユーカリから探索することを目的として cDNA ライ

ブラリーの作製を行った。 

 

３．３．２ 根由来完全長 cDNA ライブラリーの作製および塩基配列解析 

発現誘導遺伝子群の獲得方法はいくつか考えられるが、１）候補遺伝子の機能解析の際

に必要となる全長 cDNA の獲得時間の短縮、２）より長鎖の塩基配列情報取得による遺伝

子産物の機能予測の精度向上の理由から完全長 cDNA ライブラリーの作製を実施し、±Al

処理した根由来ライブラリーの塩基配列比較を行うことで発現誘導遺伝子群の収集を行っ

た。また、１）完全長の取得率が高い、２）長鎖クローンの取得率が高い、３）PCR 不使

用による PCR由来の変異およびバイアスがない、といった理由から V-キャッピング法によ

るライブラリー作製を行った。 

 両ライブラリーからそれぞれ約 1500 の独立したクローンの塩基配列解析を行った（第２

表）。Al 処理により発現誘導が認められる遺伝子群の中には、草本植物で Al 誘導遺伝子と

して報告されている遺伝子と相同性のある遺伝子が含まれていた。このことは、本ライブ

ラリーは Al による誘導が十分なライブラリーであることを示している。 

 

library solution (µL) library size (/µL) clone sequenced cluster singleton

+Al root 50 6.8×10
５ 1492 207 714

-Al root 50 5.5×10
５ 1385 203 649  

 

４ 結論及び今後の研究課題 

 本研究では、特にユーカリ植林地に広く分布する酸性土壌において問題となるリン酸欠

乏（低リン酸ストレス）と Al過剰をターゲットとし、それらのストレスに対する有効な耐

性形質と考えられるクエン酸放出能力の強化を目指している。先行研究において、クエン

酸合成酵素（CS）過剰発現によるユーカリのクエン酸放出能の増強および酸性土壌におけ

る生育の改善を見出した。この CS過剰発現との相乗効果が期待される NADP イソクエン

酸脱水素酵素（ICDH）の発現抑制について、ユーカリにおいても個体内のクエン酸濃度の

第２表 cDNA ライブラリー
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増加を伴ったクエン酸放出能の増強およびリン酸利用効率の向上による酸性土壌での生育

改善が認められた。一方で、個体全体での ICDH 発現抑制は個体生育に対して負の影響も

有する可能性も見出された。したがって、生育に負の影響を与えない ICDH 発現抑制技術

の開発が必要である。 

 根からのリンゴ酸放出が Al耐性形質であるシロイヌナズナをモデルとしてゲノム科学的

手法を用いてその分子機構の解明を進めた。ノックアウト系統の解析およびリンゴ酸放出

と遺伝子発現の時間変化に相関があることから、リンゴ酸放出を支配している遺伝子はリ

ンゴ酸輸送タンパク（リンゴ酸トランスポーター）であることを突き止めた。このことは

有機酸放出現象における有機酸トランスポーターの貢献度が大きいことを示唆している。

また、Al ストレス下でのリンゴ酸トランスポーター遺伝子の発現レベルはゲノム遺伝子中

で最も高く、シロイヌナズナ種の Al耐性バリエーションはリンゴ酸トランスポーター遺伝

子の発現レベルで説明が出来た。同様のことが Cd耐性に関しても認められた。つまり、誘

導遺伝子と根の耐性に相関があり、誘導遺伝子のスクリーニングは有効な遺伝子単離技術

であることを示唆している。 

 ユーカリからクエン酸トランスポーター遺伝子を含むアルミニウム耐性遺伝子を単離す

ることを目的に EST ライブラリーを作製した。塩基配列解析から、本ライブラリーは Al

による発現誘導が十分起こっている状態を反映したものであることが確認された。次年度

においては迅速な遺伝子の機能解析系の構築および機能解析を進めるとともに、ユーカリ

種の Al耐性を支配している遺伝子の特定を進める。 
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国内会議 ７件 

１．マイクロアレイによるシロイヌナズナのAl障害の経時解析 澤木宣忠、桜井望、鈴

木秀幸、柴田大輔、小山博之 土壌肥料学会（平成17年8月 島根） 

２．階層解析を用いたシロイヌナズナ根のAl及び低ｐH耐性機構の解析 一家崇志、小林

佑理子、澤木宣忠、池田真琴、小山博之 土壌肥料学会（平成17年8月 島根） 

３．ALMT1ホモログ遺伝子のシロイヌナズナAl耐性バリエーションへの貢献度 小林佑

理子、澤木宣忠、一家崇志、小山博之 土壌肥料学会（平成17年8月 島根） 

４．シロイヌナズナの根のイオンストレスの比較マイクロアレイ解析 池田真琴、澤木

宣忠、小林佑理子、一家崇志、小山博之 土壌肥料学会（平成17年8月 島根） 

５．遺伝子多重組換えによる低リン酸耐性シロイヌナズナの作出 稲垣宏美、Richardson 

Alan、 Lim Boon-Leong、河津哲、小山博之 土壌肥料学会（平成 17年 8月 島

根） 

６．NADP特異的イソクエン酸脱水素酵素の発現抑制がユーカリの酸性土壌耐性に及ぼす

効果 木原智仁、鈴木雄二、水野梨絵、河津哲、小山博之 植物生理学会（平成18

年3月 つくば） 

７．酸性土壌耐性ユーカリの実用化を目指して 河津哲 農芸化学会（平成18年3月 京

都） 

（２）文献発表 ３件 

１．小山博之：植物栄養学研究へのゲノム科学のインパクト：講座をはじめるにあたっ

て（解説）土肥誌 76: 331-334. 2005 

２．Kobayashi, Y., Furuta, Y., Ohno, T, Hara, T & Koyama, H. Quantitative Trait Loci 
Controlling Aluminum Tolerance in Two Accessions of Arabidopsis thaliana 
(Landsberg erecta and Cape Verde Islands) Plant Cell & Environment 28: 
1516–1524. 2005 

３．Kihara T., Zhao C-R., Kobayashi Y., Takita E., Kawazu T. & Koyama H. Simple 

identification of transgenic Arabidopsis plants carrying a single copy of the 

integrated gene. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry (in press) 

（３）特許出願 

該当なし 

（４）新聞発表 １件 

平成18年2月20日   化学工業日報   「RITE CO2大規模固定化技術開発プロジェクト 

植林樹木の有用遺伝子一部特定 リン酸吸収能高く、生産コスト低減  ユーカリ・

ポプラに導入」 
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B:ストレス耐性遺伝子確保技術（森林創生樹木への複合ストレス耐性能力付与技術開

発） 

 

B-1 葉緑体形質転換によるフェレドキシンの過剰発現は、葉緑体チラコイド膜光化

学系 I循環的電子伝達（CEF-PSI）活性を増強し、NPQ を増大させる 

 

１．はじめに 

  

 樹木による(半)乾燥地域の大規模緑化は、温室効果ガスである CO2の吸収源を拡大する上

で有望な手段である。しかしながら、(半)乾燥地に植栽される樹木は、必然的に乾燥・強光・

塩集積などの複合的な環境ストレスに曝される。このような環境ストレス下における樹木

光合成の環境応答の生理、生化学、分子生物学的知見は未だ少ない。本プロジェクトでは、

乾燥地において生育可能な樹木を創製する手法開発を目的とし、環境ストレスに対して、

植物の光合成能を維持するための対抗手段の解明に取り組んでいる。 

本年度までに、葉緑体チラコイド膜光合成電子伝達経路に酸化傷害を与える活性酸素種

を抑制する non-photochemical quenching (NPQ)誘導に、光化学系 I循環的電子伝達(CEF-PSI)

が寄与していることを明らかにしている。現在までに、この CEF-PSI の光学系 I (PSI)から

Plastoquinone(PQ)への電子のバックフローの経路として、NADPH dehydrogenase依存経路と

Ferredoxin:quinone oxidoreductase (FQR) 依存経路の存在が知られているが、この両経路の制

御機構に関してはほとんど解明されていない。 

本年度は、NPQ 強化を目的として、葉緑体形質転換技術によりフェレドキシン(Fd)過剰発

現タバコを作製し、形質転換株の生理学的解析を行い、CEF-PSI 活性の律速因子の探究と、

人為的 CEF-PSI 活性の増強および NPQ 増大に可能性に関して検討した結果を報告する。 

  

２．成果概要(Abstract) 

 

本研究では、in vivo において、CEF-PSI 活性は Fd により律速されており、その律速過程

の解除が NPQ を増大させるという仮説の実証を試みた。葉緑体形質転換技術により、シロ

イヌナズナ由来の Fd を葉緑体で過剰発現する形質転換タバコを作出した。その結果、形質

転換株は、野生株よりも高い Fo を示した。しかしながら、Far-red 光を照射することにより

形質転換株の Fo は、野生株の Fo レベルまで低下した。この結果は、形質転換株において

FQR によるストロマから PQ への電子の流れが増強されていることを示している。また光合

成 linear electron flow が低下する状況下において、野生株に比べて、形質転換株の CEF-PSI

活性はより高い値を示した。また同様に NPQ も増大していた。一方で、キサントフィルサ

イクル色素のプールサイズと PsbSタンパク質の量は、両植物間で差は見られなかった。以

上の結果は、私たちの仮説を支持するものである。私たちは、CEF-PSI 活性の増強による
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NPQ を増大させることが、特に光利用効率が低下する状況下において植物の環境ストレス

耐性能を向上させる有効な手段になると結論した。 

 

We tested the hypothesis that ferredoxin (Fd) limits the activity of cyclic electron flow around PSI 

(CEF-PSI) in vivo and that the relief of this limitation promotes the non-photochemical quenching 

(NPQ) of Chl fluorescence. In transplastomic tobacco (Nicotiana tabacum cv Xanthi) expressing Fd 

from Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) in its chloroplasts, the minimum yield of Chl fluorescence 

(Fo) was higher than in the wild type. Fo was suppressed to the wild-type level upon illumination 

with far-red light, implying that the transfer of electrons by Fd-quinone oxidoreductase (FQR) from 

the chloroplast stroma to plastoquinone was enhanced in transplastomic plants. The activity of 

CEF-PSI became higher in transplastomic than in wild-type plants under conditions limiting 

photosynthetic linear electron flow. Similarly, NPQ of Chl fluorescence was enhanced in 

transplastomic plants. On the other hand, pool sizes of the pigments of the xanthophyll cycle and the 

amounts of PsbS protein were the same in all plants. All these results supported the hypothesis 

strongly. We conclude that breeding plants with an NPQ of Chl fluorescence increased by an 

enhancement of CEF-PSI activity might lead to improved tolerance for abiotic stresses, particularly 

under conditions of low light use efficiency.  

 

３．序論 

 

Photon energy absorbed by chloroplasts drives not only photosynthetic linear electron flow 

(LEF) but also cyclic electron flow around PSI (CEF-PSI). In LEF, electrons produced by 

photo-oxidation of water at PSII flow through the Cyt b/f-complex and plastocyanin and are used for 

the reduction of NADP
+
 by Fd-NADP oxidoreductase (FNR) at the electron acceptor site of PSI. 

LEF results in the formation of a proton gradient (∆pH) across the thylakoid membranes, which as 

part of the proton motive force drives ATP synthase to produce ATP. The NADPH and ATP produced 

are utilized in the photosynthetic carbon reduction (PCR)/photorespiratory carbon oxidation 

(PCO)-cycles. On the other hand, in CEF-PSI, electrons back-flow from the donor site of PSI to 

plastoquinone (PQ) in the thylakoid membranes. Similarly as LEF, CEF-PSI enhances the proton 

flux to the thylakoid lumen through the Q-cycle which is catalyzed by the Cyt b/f complex. Thus, 

CEF-PSI contributes to the formation of ∆pH across the thylakoid membranes although it does not 

produce NADPH.  

 CEF-PSI activity is regulated by the light use efficiency in photosynthesis. When plants 

are exposed to high light and/or low CO2, the rate of CO2 assimilation is limited by the carboxylation 

of ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP) catalyzed by RuBP carboxylase/oxygenase (Rubisco). As a 

result, the efficiency of the transformation of photon energy to NADPH and ATP decreases. Under 
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these conditions, the probability that electrons accumulate at the donor side of PSI becomes larger, 

leading to the enhancement of CEF-PSI activity (Miyake et al., 2004, 2005a). Moreover, when plants 

are exposed to drought, the closure of stomata limits the CO2 supply from the atmosphere. As a 

result, the limitation of RuBP carboxylation by Rubisco is enhanced, and the activity of CEF-PSI 

increases (Golding et al., 2004). Furthermore, when plants are exposed to low temperature, the rate 

of RuBP-regeneration in the PCR/PCO cycle is lowered and the activity of 

carboxylation/oxygenation of Rubisco activity decreases, again resulting in an increase in CEF-PSI 

(Clarke and Johnson, 2001; Miyake et al., 2004; Hirotsu et al., 2005). On the other hand, plants 

regulate the activity of CEF-PSI in response to the light intensity. High-light grown tobacco plants 

showed an apparently higher activity of CEF-PSI than low-light grown plants (Miyake et al., 2005b). 

These results clearly indicate that CEF-PSI has a physiological function. 

Two main physiological functions of CEF-PSI in higher plants have been proposed (Heber 

and Walker, 1992). Firstly, CEF-PSI may supply ATP to drive both the PCR and PCO cycles. Under 

CO2-saturated conditions, where photorespiration is suppressed, only the PCR cycle functions in 

CO2 assimilation, and the amount of ATP produced in LEF is sufficient to support it (Miyake et al., 

2005a). On the other hand, under ambient partial pressures of CO2 and O2, PCO cycles functions as 

well, and ATP for CO2 assimilation is provided not only by LEF but also by CEF-PSI (Miyake et al., 

2005a). Secondly, CEF-PSI may dissipate excess photon energy as heat by inducing 

non-photochemical quenching (NPQ) of Chl fluorescence (Endo and Asada, 2005; Golding et al., 

2004; Miyake et al., 2004, 2005a). The heat dissipation of excess photon energy (HDP) depends on 

the functions of the xanthophyll cycle and PsbS, a component of PSII, and on the acidification of the 

thylakoid lumen (Niyogi et al., 2000; Li et al., 2002a, b). In this process, CEF-PSI is proposed to 

contribute to the formation of ∆pH across the thylakoid membranes (Miyake et al., 1995). 

 HDP minimizes the production and accumulation of reactive oxygen species that may 

damage PSII causing photoinhibition (Demmig-Adams and Adams, 1996; Niyogi, 2000). 

Photoinhibition seems to occur under low light use efficiency conditions, such as high light, low 

CO2, low temperature, and drought. Under these conditions, the rate of LEF is limited by the 

regeneration of NADP
+
 and ADP, and electrons accumulate in the photosynthetic electron transport 

systems (Asada, 1999; Ort and Baker, 2002). As a result, charge separation of the photoexcited PSII 

reaction center chlorophyll (Chl), P680, is suppressed, leading to accumulation of excited triplet 

P680, 
3
P680* (Hideg et al., 1998). Furthermore, photoexcited Chl in the light-harvesting complex II 

(LHCII), 
1
Chl*, cannot transfer excitons to P680, resulting in the accumulation of 

3
Chl*. 

3
P680* and 

3
Chl* react rapidly with O2, producing reactive singlet O2 (

1
O2) within PSII and/or LHCII. 

1
O2 

degrades the PSII reaction center protein D1, and stimulates peroxidation of unsaturated fatty acids 

in the thylakoid membranes, leading to photoinhibition (Asada, 1996).  

HDP contributes to the suppression of these photo-induced damages. In the xanthophylls 
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cycle, violaxanthin de-epoxidase activated by acidification of the thylakoid lumen catalyzes the 

de-epoxidation of violaxanthin to zeaxanthin (Eskling et al., 2001). Zeaxanthin accepts excitons 

from 
1
Chl* in the LHCII and dissipates the excitation energy as heat (Niyogi, 2000). Zeaxanthin also 

reacts directly with 
1
O2 and dissipates its energy as heat (Müller et al., 2001). Furthermore, 

protonated PsbS supports the function of the xanthophyll-cycle by changing the conformation of the 

PSII complex (Niyogi, 2000; Li et al., 2004). These protective abilities of HDP are demonstrated by 

the fact that Arabidopsis thaliana mutants deficient in NPQ of Chl fluorescence, npq-1 and npq-4, 

are more susceptible than the wild type to PSII photoinhibition (Pogson et al., 1998; Niyogi, 2000; 

Pogson and Rissler, 2000; Müller et al., 2001). 

Induction of the NPQ of Chl fluorescence, a measure of HDP activity, was observed under 

low Φ(PSII) conditions, where light use efficiency is low (Miyake et al., 2004, 2005a). For example, 

when the net CO2 assimilation rate is light-saturated, NPQ drastically increases with further 

increases in light intensity (Miyake et al., 2004). Similarly, lowering the partial pressure of CO2 

under light-saturated conditions decreases the CO2 assimilation and induces NPQ (Miyake et al., 

2005a). Furthermore, leaves of plants exposed to drought stress show large NPQ (Golding et al., 

2004). As described above, CEF-PSI was also induced under these conditions and its activity showed 

a strong positive correlation with that of NPQ.  

 Two main pathways for electron flow in CEF-PSI have been proposed to exist in higher 

plants (Asada et al., 1993; Bukhov and Carpentier, 2004; Mi et al., 1995): 

(I) PSI � Fd � FQR � Cyt b6/f � PQ � Cyt b6/f � PC � PSI 

(Fd, ferredoxin; FQR, Fd-quinone oxidoreductase; PQ, plastoquinone; PC, plastocyanin) 

(II) PSI � Fd � FNR � NADPH � NDH � PQ � Cyt b6/f � PC � PSI 

(FNR, Fd-NADP oxidoreductase; NDH, NADPH oxidoreductase) 

Pathway I is mediated by FQR and is inhibited by an antibiotic, antimycin A (Arnon et al., 1954; 

Arnon, 1959; Arnon et al., 1967; Arnon and Chain, 1975). Pathway II is mediated by NDH (Mi et al., 

1992a, b). As described above, the activity of CEF-PSI increases under low Φ(PSII) conditions. 

Under such conditions, the reduced form of Fd accumulates due to the shortage of NADP
+
, causing a 

stimulation of pathway I. In fact, addition of reduced Fd to isolated thylakoid membranes stimulated 

the activity of CEF-PSI and induced the formation of ∆pH (Miyake et al., 1995). 

 In the present work, we tested the hypothesis that Fd limits the activity of CEF-PSI in vivo 

and that the relief of this limitation causes an enhancement of NPQ of Chl fluorescence. 

Transplastomic tobacco plants overexpressing Fd from Arabidopsis were produced by plastid 

transformation. Transplastomic plants exhibited a more severe dark-reduction of the PQ-pool than 

wild-type plants, implying a stimulated donation of electrons by FQR. In fact, transplastomic plants 

showed a higher CEF-PSI activity. Furthermore, NPQ of Chl fluorescence was enhanced in 

transplastomic plants. We conclude that strengthening NPQ of Chl fluorescence by the enhancement 
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of CEF-PSI activity can be a useful strategy for producing plants with high tolerance against abiotic 

stresses such as high light and drought which cause light use efficiency to be low.  

 

４．結果 

 

Expression of AtFd in Chloroplasts of Tobacco Leaves 

We introduced the plastid transformation vector pLD200-AtFd2 carrying the chimeric 

AtFd gene encoding the matured form of AtFd2 and the chimeric aadA gene into tobacco leaves by 

particle bombardment (Fig. 1A and B). AtFd2 is localized in the chloroplast stroma in Arabidopsis 

and functions in photosynthetic electron transport (Hanke et al., 2004). After the three rounds of 

spectinomycin selection, the chloroplast genomes of the candidates obtained were examined by PCR 

using specific primers (Fig. 1C). The majority of the PCR products from the transplastomic lines 

were 2,240-bp in size, with only a small proportion of 278-bp products (indicating the absence of the 

AtFd2 sequence; Fig. 1C). Plants grown from seeds of the transplastomic lines obtained by 

self-pollination were used for further experiments. The expression of AtFd2 protein in the second 

generation was confirmed in mature leaves (Fig. 2A). The amounts of Rubisco-large subunit were 

almost identical in wild-type and transplastomic plants. An anti-maize Fd1 antibody reacted with 18 

kD proteins in both wild-type and transplastomic plants, but the signal was stronger in the wild type 

(Fig. 2B). On the other hand, an anti-spinach Fd antibody reacted with a 16.5 kD protein in 

transplastomic plants only (Fig. 2B). We concluded that the 16.5 kD protein corresponded to the 

AtFd introduced into the tobacco chloroplasts.  

The photograph of both wild-type and transplastomic plants at thirty-first days after 

germination, which were grown under the application of various amount of Hyponex, was shown 

(Fig. 3) (see “Materials and Methods”: A and a, once a week; B and b, three times a week). In both 

wild type and transplastomic plants, the height (A (14.2 ± 1.3 cm) and a (14.5 ± 1.6), B (17 ± 2 cm) 

and b (17 ± 2) (n = 6)) and number of leaf (A (8 ± 1 ) and a (8 ± 1), B (11 ± 1) and b (11 ± 1) (n = 6)) 

were not significantly different. Furthermore, between leaves marked with arrowheads from both 

plants, the N content of leaf (A (130 ± 10 mmol N m
-2

) and a (137 ± 8), B (193 ± 6 mmol N m
-2

) and 

b (199 ± 5) (n = 6)) and the value of SPAD (A (38.2 ± 0.5) and a (41.2 ± 0.4), B (55.7 ± 0.6) and b 

(56.3 ± 0.5) (n = 6)), an indicator of Chl content, were also not significantly different. In addition, 

the time required for flowering in both plants was not significantly different (data not shown).  

 

Photosynthetic Characteristics 

 The net CO2 assimilation rate [A(20)] at an intercellular partial pressure of CO2 (Ci) of 20 

Pa was significantly related to total leaf nitrogen content (total leaf-N; Fig. 4A and Table I). This 

relationship was not significantly different between wild-type and transplastomic plants (Fig. 4A and 
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Table I). The net CO2 assimilation rate at >60 Pa Ci [A(>60)] showed a similar dependence on total 

leaf-N in the wild type and transplastomic plants (Fig. 4B and Table I). Furthermore, there was also a 

pronounced correlation between Chl content per leaf area and total leaf-N in all plants (Fig. 4C and 

Table I).  

 Based on the above results, we selected representative wild-type and transplastomic plants 

with total leaf-N of 172 ± 7 (n = 6) and 169 ± 9 (n = 6) mmol N m
-2

, respectively. There were no 

significant differences in any of the photosynthesis-relevant parameters tested between the two 

groups (Table II).  

 The dependence on light intensity of the net CO2 assimilation rate did not differ between 

wild-type and transplastomic plants at partial pressures of CO2 of 20 Pa (Fig. 5A) and >60 Pa (Fig. 

5B). Likewise, wild type and transgenic lines were similar with respect to photosynthetic electron 

transport in isolated thylakoid membranes. No significant differences in methyl viologen-dependent 

and Fd-NADP-dependent LEF and in the activities of PSII and PSI were detected (Table III.)  

 

Photosynthetic Activity at Ambient Partial Pressure of CO2/O2 

 The photosynthetic characteristics of wild-type and transplastomic plants were studied at 

ambient partial pressure of CO2/O2 and at the light intensity to which the plants had adapted during 

their development (Table IV). Dark respiration rate (Rn), net CO2 assimilation rate (A) and its 

quantum yield (Φ(CO2)), stomatal conductance, Ci, quantum yield of PSII (Φ(PSII)), electron flux in 

PSII (Je(PSII)), and the photochemical quenching of Chl fluorescence (Qp) were the same in all 

plants. On the other hand, non-photochemical quenching of Chl fluorescence (NPQ) was 

significantly higher in transplastomic plants than in the wild type. Similarly, the quantum yield of 

PSI (Φ(PSI)) and the electron flux in PSI (Je(PSI)) were larger in transplastomic plants. Therefore, 

the electron flux in CEF-PSI [Je(CEF-PSI) = Je(PSI) – Je(PSII) was also larger in transplastomic 

than in wild-type plants.  

 

Fo and Effects of Pulses of Saturating Light on Chl Fluorescence Yield 

  When we measured FV/FM in wild-type and transplastomic plants, we observed that 

transplastomic plants had a larger Fo of Chl fluorescence (Fig. 6). The increase in Fo of Chl 

fluorescence could be due to electron flow to PQ from reductants in the chloroplast stroma (Asada 

et al., 1993; Feild et al., 1998). To clarify this point, we illuminated leaves with far-red light to 

oxidize PQ after ML-illumination (Fig. 6, A and B). As a result, the value of Fo in transplastomic 

plants decreased to the wild-type level, indicating that electron flow from reductants in the stroma 

to PQ was enhanced in transplastomic plants. Therefore, we considered the Chl fluorescence level 

after far-red light illumination as the true value of Fo (Fo), and refer to the Chl fluorescence level 

before far-red illumination as apparent Fo (Fo(app); Fig 6, A and B). FV/FM for all plants was 
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calculated from the true values of Fo (Table II).  

  The enhancement of electron flow to PQ in transplastomic plants was reflected also by the 

Chl fluorescence decay kinetics after illumination with saturating light pulses (SP; Fig. 6, A and B). 

In wild-type plants, the Chl fluorescence reached the FM level during 1 sec of saturating 

illumination, and then returned to the initial value within about 15 sec. On the other hand, Chl 

fluorescence yield increased transiently after the SP in transplastomic plants (Fig. 6B), and then 

returned to the initial level within 40 sec after SP illumination. The raised Fo(app) and transient 

increase in Chl fluorescence yield following SP in transplastomic plants are in line with the idea of 

an enhanced electron flow from Fd to PQ mediated by FQR. Therefore, we concluded that in 

transplastomic plants, the activity of CEF-PSI was larger than in the wild type.  

 

Relationship between Je(PSII), Je(PSI), NPQ, and Qp at High Light and 2 kPa O2 

 We previously had established the parameters required to estimate the potential of 

CEF-PSI in higher plants (Miyake et al., 2005b). The activity of CEF-PSI showed a positive 

relationship with Je(PSII) as reflected in Φ(PSII) (Miyake et al., 2005b). Therefore, CEF-PSI can be 

evaluated by measuring Je(PSII). At 1,100 µmol photons m
-2

 s
-1

 and 2 kPa O2, we found that 

photorespiration was suppressed and Je(PSII) reflected the net CO2 assimilation rate (Je(PSII) = αII 

x Φ(PSII) x PFD = 4 x (A + Rd); Miyake et al., 2005b). In the present study, Je(PSI) always 

exceeded Je(PSII) in wild-type as well as transplastomic plants (Fig. 7A), indicating that CEF-PSI 

was active in both groups. Je(PSI) was larger in transplastomic plants than in the wild type; this 

difference increased with decreasing Je(PSII) (Table V). The activity of CEF-PSI was much higher 

in transplastomic than in wild-type plants under limited-LEF conditions, where Φ(PSII) decreased.  

 Next, we examined the relationship between the increased CEF-PSI observed in 

transplastomic plants and NPQ and Qp of Chl fluorescence (Fig.7, B and C). NPQ of Chl 

fluorescence generally increased with decreasing Je(PSII). This result was consistent with the 

previous report (Miyake et al., 2005b), and suggested that under limited LEF, NPQ of Chl 

fluorescence was promoted by enhanced CEF-PSI activity. Transplastomic plants showed a larger 

NPQ of Chl fluorescence at low Je(PSII) than the wild type (Fig. 7B), probably due to the higher 

CEF-PSI at low Je(PSII). On the other hand, Qp of Chl fluorescence correlated positively with 

Je(PSII) in all plants (Fig. 7C), which also was in line with previous results ( Miyake et al., 2005b). 

These findings indicated that the enhancement of CEF-PSI in transplastomic plants did not affect the 

redox state of PQ.  

 We compared Je(PSI) and NPQ as well as Qp of Chl fluorescence between wild type and 

transplastomic plants at 50 µmol e
-
 m

-2
 s

-1
 of Je(PSII) (Table VI). Je(PSI) and NPQ were 

significantly higher in transplastomic than in wild-type plants, but Qp was almost the same in the 

two groups. Thus, transplastomic plants seemed to have a higher activity of CEF-PSI at limited 
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turnover of LEF.  

 

PsbS and Pool Size of the Xanthophyll Cycle 

 Both PsbS and carotenoid pigments of the xanthophyll cycle are indispensable for HDP 

(Niyogi, 1999, 2000). In Arabidopsis mutants deficient in PsbS or in the biosynthesis of carotenoid 

pigments of the xanthophyll cycle, induction of NPQ of Chl fluorescence was inhibited. We 

compared the amounts of PsbS and pigments of the xanthophyll cycle in wild-type and 

transplastomic leaves but found no significant differences (Fig. 8 and Table II). These results showed 

that the enhanced NPQ of Chl fluorescence observed in transplastomic plants did not depend on 

PsbS or carotenoids, but probably on the promotion of CEF-PSI by Fd which had been introduced 

into the chloroplasts. 

 

Effect of the Enhanced Activity of CEF-PSI on the Ci-dependence of the Net CO2-Assimilation 

Rate 

 To clarify the effects of increased CEF-PSI on the rate of net CO2 assimilation, we 

examined net CO2 assimilation rate, Je(PSI), Je(PSII), and NPQ of Chl fluorescence as a function of 

Ci in wild-type and transplastomic plants (Fig. 9). The dependences on Ci of net CO2 assimilation 

rate and Je(PSII) were similar in both groups (Fig. 9, A and B). On the other hand, Je(PSI) in 

transplastomic plants was larger than in the wild type under low-Ci but not under high-Ci conditions 

(Fig. 9C). As a result, when LEF was limited under low-Ci conditions, the activity of CEF-PSI in 

transplastomic plants exceeded that of wild-type plants, as reflected in the increase in 

Je(PSI)/Je(PSII) at low Ci (Fig. 9A). This was in agreement with results shown in Fig. 7A. Similarly, 

NPQ of Chl fluorescence in transplastomic plants exceeded that in wild-type plants under low-Ci 

conditions, where LEF was limited (Fig. 9D). This suggested that an enhancement of CEF-PSI did 

not accelerate the net CO2 assimilation rate, and that the increase in CEF-PSI activity in 

transplastomic plants contributed to the induction of NPQ of Chl fluorescence by accelerating the 

formation of ∆pH across the thylakoid membranes.  

 

５．議論 

 

In the present work, we tested the hypothesis that Fd limits the activity of CEF-PSI in vivo, 

and that the relief of this limitation enhances NPQ of Chl fluorescence. To test this hypothesis, we 

produced transplastomic plants expressing Fd from Arabidopsis in their chloroplasts, expecting that 

the increased amounts of Fd in the chloroplasts would promote CEF-PSI. In transplastomic plants, 

the activity of CEF-PSI as well as the NPQ of Chl fluorescence was enhanced. The apparent Fo of 

Chl fluorescence was larger than in the wild type, but was reduced to wild-type levels by 
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illumination with far-red light which excites PSI (Fig. 6). Furthermore, a transient increase in Fo 

after application of a pulse of saturating light occurred in transplastomic plants (Fig. 6). Thus, the 

electron flow from the stroma to PQ in the thylakoid membranes was enhanced in transformed plants, 

indicating an increased CEF-PSI activity. Actually, the ratio between Je(PSI) and Je(PSII) as well as 

that between NPQ of Chl fluorescence and Je(PSII) was larger in transplastomic plants (Fig. 7) 

which strongly supports our hypothesis. 

The fact that overexpression of Fd in chloroplasts increased the activity of CEF-PSI 

provides a clue to the molecular mechanism of CEF-PSI. The two main pathways for CEF-PSI are 

mediated by FQR (the Fd-dependent pathway I) and by NDH (pathway II; Bukuhov and Carpentier, 

2004). The activities of the pathways have not been measured separately in living leaves yet, 

implying that CEF-PSI activities measured so far consist of the rates of these two and possible more 

pathways (Miyake et al., 2004, 2005a and 2005b). The present work suggest that Fd-dependent 

CEF-PSI, that is, the FQR pathway, actually functions in vivo and that Fd is rate limiting. When 

Φ(PSII) decreases and the regeneration of NADP
+
 is limited by LEF, the reduced form of Fd would 

be expected to accumulate, leading to a promotion of CEF-PSI. It would appear useful if this 

regulatory mechanism of CEF-PSI would be involved in responses to limitations in CO2 assimilation. 

Under high light or low-CO2, the quantum yield of CO2 assimilation (Φ(CO2) decreases because of 

the limitation of net CO2 assimilation, leading to an enhancement of CEF-PSI activity (Miyake et al., 

2004, 2005a). On the other hand, it appears unlikely that CEF-PSI is regulated by the accumulation 

of NADPH at low Φ(CO2), since the NADPH/NADP
+
 ratio remains constant under these conditions 

(Gerst et al., 1994). These facts suggest that the NDH-mediated pathway should not respond to 

changes in Φ(CO2), implying that the main pathway in chloroplasts of wild-type plants would be the 

FQR-mediated one. In fact, tobacco mutants deficient in NDH showed the same activity of CEF-PSI 

than wild-type tobacco (data not shown).  

In transplastomic plants, the NPQ of Chl fluorescence was enhanced (Fig. 7). Acidification 

of the thylakoid lumen is necessary for the NPQ of Chl fluorescence, resulting in an accumulation of 

zeaxanthine in the xanthophyll cycle, the protonation of PsbS, and, ultimately, the enhancement of 

HDP (Niyogi, 2000). As the total amounts of pigments of the xanthophyll cycle and of PsbS were 

similar in wild-type and transplastomic plants (Fig. 8 and Table II), the enhancement of NPQ in 

transplastomic plants must be ascribed to an enhanced acidification of the thylakoid lumen by the 

CEF-PSI working at higher rate. Thus, this is the first demonstration of a direct linkage between the 

activity of CEF-PSI and the NPQ of Chl fluorescence. Our results suggest that strengthening the 

NPQ of Chl fluorescence might lead to an increased tolerance for photo-induced damages.  

In transplastomic tobacco plants, increased CEF-PSI activity did not lead to an increased 

net CO2 assimilation rate (Fig. 9). As it has been proposed that one physiological role of CEF-PSI is 

to supply ATP to the PCR/PCO cycles (Heber and Walker, 1992), we estimated the activity of 
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CEF-PSI required (Miyake et al., 2005a). When net CO2 assimilation is at steady state, the rate of 

proton production at the lumen side (Vp(H
+
)lumen) equals the rate at which protons are consumed at 

the lumen side by the utilization of ATP in the PCR/PCO-cycles (Vc(H
+
)lumen; Equation 1):  

Vp(H
+
)lumen = Vc(H

+
)lumen      (1) 

CEF-PSI contributes to the production of protons in the lumen, along with LEF, so that 

Vp(H
+
)lumen = n1·Je(PSII) + n2·Je(CEF-PSI)    (2) 

where n1 (=3) is the ratio of H
+
 production rate to electron flux in the LEF with Q-cycle and n2 (=2) 

is the same ratio with respect to electron flux through the CEF-PSI (von Caemmerer, 2000). 

Je(CEF-PSI) is the electron flux through CEF-PSI (= Je(PSI) – Je(PSII)). On the other hand, 

Vc(H
+
)lumen is  

Vc(H
+
)lumen = n3·Jg      (3) 

where n3 (=2(3 + 3.5φ)/(2 + 2φ); φ is the ratio of RuBP oxygenation rate (vo) to RuBP carboxylation 

rate(vc) by Rubisco, (φ = vo/vc)) is the ratio of H
+
 consumption rate to electron consumption rate in 

the PCR/PCO-cycles (Farquhar and von Caemmerer, 1982; von Caemmerer, 2000); it is assumed 

that four mol protons are required for the production of one mol ATP by the chloroplastic ATP 

synthase (H
+
/ATP = 4; Ruuska et al., 2000). Furthermore, the electron flux (Jg) to the 

PCR/PCO-cycles equals that through LEF (Cornic and Briantais, 1991; Ruuska et al., 2000; von 

Caemmerer, 2000). From Equations 1 to 3, the ratio of Je(PSI) to Je(PSII) (Je(PSI)/Je(PSII)) 

required for maintaining net CO2 assimilation is  

Je(PSI)/Je(PSII) = (3 + 3.5φ)/(2 + 2φ) − 0.5    (4) 

The value depends on the rate of RuBP oxygenation in the PCO cycle. An increase in φ 

implies an enhancement of photorespiration. Under non-photorespiratory conditions (φ = 0), for 

example at high CO2, Je(PSI) is equal to Je(PSII). If so, no electron flux through PSI in addition to 

that through LEF is required for net CO2 assimilation. As φ increases, Je(PSI)/Je(PSII) rises above 1, 

indicating a requirement for CEF-PSI for net CO2 assimilation. At the CO2 compensation point (φ = 

2), where the rate of net CO2 assimilation is zero, Je(PSI)/Je(PSII) reaches 1.16 (Miyake et al., 

2005a). In tobacco plants, all measured values for Je(PSI)/Je(PSII) exceeded the theoretical values 

calculated from Equation 4 (Miyake et al., 2005a, and the present work). Even at high Ca, where no 

photorespiration occurred (φ = 0), Je(PSI)/Je(PSII) exceeds 1.2 at all light intensities (Miyake et al., 

2005a). At the CO2-compensation point, Je(PSI)/Je(PSII) is larger than 1.2, even at low light 

intensity (Miyake et al., 2005a). These results support the idea of a physiological function of 

CEF-PSI in the supply of ATP for net CO2 assimilation. The fact that the increased CEF-PSI activity 

in transplastomic tobacco plants did not increase the net CO2 assimilation as compared to the wild 

type indicates that the activity of the CEF-PSI in wild-type tobacco is sufficient to supply ATP for 

the PCR/PCO cycles. Therefore, any increase in the activity of CEF-PSI under strong light and/or 

low partial pressure of CO2 will contribute to the build-up of ∆pH across thylakoid membranes, 
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leading to strong NPQ of Chl fluorescence, as observed in transplastomic tobacco plants.  

In the present work, we overexpressed AtFd2, one of Fd isozymes in Arabidopsis, in 

chloroplasts of tobacco plants. Arabidopsis has four Fd isozymes (AtFd1, AtFd2, AtFd3, and AtFd4) 

that are divided into leaf type or root type on the basis of their distances in phylogenetic trees of their 

amino acid sequences (Hanke et al. 2004). Leaf-type Fds, AtFd1 and AtFd2, localize to chloroplasts, 

and the root-type AtFd3 mainly localize to plastids in roots. It has been proposed that the two types 

have different physiological roles (Onda et al., 2000; Kimata-Ariga et al., 2000; and 

Yonekura-Sakakibara et al., 2000). AtFd1 and AtFd2 function in photosynthetic electron transport in 

thylakoid membranes, while AtFd3 is involved in the heterotrophic sulfite reduction (Hanke et al., 

2004). The redox potentials of AtFd1 and AtFd2 are -425 and -433 mV, respectively, significantly 

lower than those of AtFd3 and AtFd4 (-337 and -152 mV, respectively; Hanke et al., 2004). AtFd2 

makes up about 90% of all Fds in Arabidopsis leaves, and the expression of the AtFd2 gene is 

regulated by light (Vorst et al., 1993).  

Western blotting with anti-maize Fd antibody gave one protein band in the wild type as 

well as in transplastomic plants; the signal appeared slightly weaker in the latter (Fig. 2B). On the 

other hand, an anti-spinach Fd antibody gave one band in transplastomic plants only, and the 

molecular mass of the protein detected was smaller than that of the proteins interacting with the 

anti-maize Fd antibody (Fig. 2B). These results indicated that the anti-spinach Fd antibody 

cross-reacted with AtFd2 expressed in transplastomic plants. The signal strengths in Western blotting 

experiments using the anti-maize Fd antibody suggest that an overexpression of AtFd2 might result 

in a decrease in endogenous Fd in transplastomic plants. At the present time, the molecular 

mechanisms of interaction between the expression of endogenous Fd and AtFd2 are unclear.  

In transplastomic tobacco plants, we observed a larger Fo of Chl fluorescence than in the 

wild type (Fig. 6). The increased Fo in transplastomic plants was due to a non-photochemical 

reduction of the PQ-pool in the thylakoid membranes (Fig. 6). In the past, a chlororespiratory 

electron-pathway has been proposed to operate in the dark (Feild et al., 1998), in which NDH 

reduces the PQ-pool with NADPH as an electron donor derived from starch catabolism in the 

chloroplast stroma (Scherer, 1990; Peltier and Schmidt, 1991). However, the fact that Fo of Chl 

fluorescence in the dark increased in transplastomic tobacco indicated that FQR rather than NDH 

functioned in the reduction of the PQ-pool using NADPH. Furthermore, as the Fo of Chl 

fluorescence was generally increased in transplastomic tobacco, the steady-state rate at which 

electrons, probably derived from NADPH, flowed to the PQ-pool must have been very large. It will 

be of interest to see whether the chloroplast contents of starch, a high-energy compound which 

ultimately fuels NADPH production in the dark, differs between wild-type and transplastomic 

tobacco.  

In contrast to wild-type tobacco, a transient increase in Fo of Chl fluorescence was 
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observed in transplastomic tobacco after application of a pulse of saturating light (Fig. 6). This may 

reflect the FQR-mediated back-flow of electrons from NADPH or the reduced form of Fd, both of 

which were produced during the saturating pulse, to the PQ-pool. This possibility raised questions 

about electron transport pathways in wild-type plants. Is the amount of reductants generated during 

the saturating pulse in the wild type equal to that in transplastomic plants? Is the absence of a 

transient increase in Fo of Chl fluorescence in the wild type due to the failure to accumulate 

reductants? Furthermore, where do these electrons flow to if they are produced in the wild type at 

similar rates as they are in transplastomic plants? Could it be that in wild-type plants, few or no 

electrons are generated in the chloroplast stroma during the saturating pulse? Answering these 

questions will clarify the mechanisms of the regulation of the electron pool in chloroplasts and the 

non-photochemical reduction of the PQ pool. 

A non-photochemical reduction of the PQ-pool in the dark did not induce NPQ of Chl 

fluorescence (Fig. 6). FV/FM in transplastomic plants was not significantly different from that in 

wild-type plants (Table II). These results suggest that in tobacco plants, the non-photochemical 

reduction of the PQ-pool through the FQR pathway does not form a ∆pH across thylakoid 

membranes sufficient to induce NPQ of Chl fluorescence. On the other hand, in sunflower and algae, 

the non-photochemical reduction of the PQ-pool through the chlororespiratory pathway mediated by 

NDH induces NPQ of Chl fluorescence, and activates the chloroplast ATP synthase (Ting and Owens, 

1993; Endo and Asada, 1996; Feild et al., 1998). Thus, the physiological function of FQR in the dark 

differs from that of NDH. 

Values of Je(PSII) at the CO2 compensation point were not significantly different in 

transplastomic and wild-type plants (Fig. 9), indicating that Fd overexpression did not increase the 

activity of the water-water cycle (WWC) as an alternative pathway of electron flow. In the WWC, 

superoxide radicals (O2

-
) are produced by one-electron reduction of O2 at the PSI (Miyake et al., 

1998; Asada, 1999; Miyake et al., 2006). The superoxide radicals disproportionate to H2O2 and H2O, 

catalyzed by superoxide dismutase, and H2O2 is reduced to H2O by ascorbate peroxidase, a 

peroxidase using ascorbate as an electron donor. Monodehydroascorbate radicals and 

dehydroascorbate that also are produced in this reaction then are reduced with electrons derived from 

LEF to regenerate ascorbate. Overall, the WWC is an O2-dependent but ATP-independent electron 

pathway, and its limitating step is the photoreduction of O2 at the PSI (Miyake et al., 1998). Fd and 

flavoproteins such as FNR, monodehydroascorbate reductase, and glutathione reductase are 

candidates for mediators in the one-electron reduction of O2 (Miyake et al., 1998). However, the 

present results do not suggest a function for Fd in the photoreduction of O2 in the WWC.  

Similarly as for the CEF-PSI, the physiological role of the WWC has been proposed to be the 

induction of NPQ of Chl fluorescence by the formation of ∆pH across the thylakoid membranes 

(Asada, 1999). In leaves of wild watermelon, the activity of the WWC increased under strong light 
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and/or low partial pressure of CO2 (Miyake and Yokota, 2000). In wild tobacco plants, NPQ of Chl 

fluorescence was induced under such conditions, but no WWC activity was observed (Miyake et al., 

2004), indicating that all electrons derived from the photo-oxidation of water at PSII flowed to the 

PCR/PCO cycles. We found no differences in Je(PSII) at the CO2 compensation point between wild 

type and transplastomic tobacco (Fig. 9), which strongly supported our idea that the enhancement of 

NPQ of Chl fluorescence in transplastomic tobacco was due to the increased activity of CEF-PSI 

mediated by FQR. 

 

６．材料および方法 

 

Plant Growth Conditions 

Wild-type tobacco plants (Nicotiana tabacum cv Xanthi) and T1 progeny of transplastomic 

plants expressing AtFd2 were grown from seeds at 16 h / 8 h day-night cycles at 25°C and 22°C, 

respectively, and 50-60% relative humidity. Photon flux density was 1,100 µmol photons m
-2

 s
-1

. 

Seedlings were kept in 0.5 (dm)
3
 pots containing commercial peat-based compost, and were watered 

daily. Plants were fertilized with 1,000-fold diluted Hyponex 8-12-6 (Hyponex Japan, Osaka, Japan) 

either 3 times a week (high fertilizer treatment) or once a week (low fertilizer treatment). All 

measurements described below were made four weeks after sowing when the fifth to tenth leaves 

were fully expanded. 

 

Construction of Vectors for Plastid Transformation  

A cDNA library, which had been constructed for green vegetative tissue of Arabidopsis 

(Arabidopsis thaliana, ecotype Columbia), was used as a template for PCR with ExTaq
TM

 DNA 

polymerase (TaKaRa BIO Inc., Shiga, Japan). A sense primer 

5’-ACAGCCATGGCTACATACAAGG-3’ with an NcoI restriction site and an antisense primer 

5’-CGCGAATTCAAACAATGTCTTCTTCTTTGT-3’ with an EcoRI restriction site (underlined) 

were used to amplify the coding sequence (447-bp long) for the predicted mature protein AtFd2 (Fig. 

1A) by PCR. The amplification product lacked the amino terminal 52 amino acids of the precursor 

the AtFd2 including the plastid targeting sequence, and the plastid target sequence was replaced by a 

methionine residue, that is, a translation start signal. The amplified fragment was digested with NcoI 

and EcoRI, and then inserted into the corresponding sites of pBS-Ncore. As a result, a ribosome 

binding nucleotide sequence was fused next to the ATG codon for translation initiation of matured 

AtFd2. The resultant plasmid was digested with BglII and EcoRI, and the BglII-EcoRI fragment 

containing the coding sequence of AtFd2 was inserted into pLD6 (GeneBank accession no. 

CS165374), yielding pLD6-AtFd2. The NotI-SalI fragment of pLD6-AtFd2 was introduced into the 

corresponding sites of pLD200 (GeneBank accession no. CS165378) to generate pLD200-AtFd2. 
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Both strands of the cloned fragment were sequenced with an automated DNA sequencer (ABI377A, 

Perkin Elmer, Foster City, CA, USA). The pLD200-AtFd2 was introduced into young tobacco leaves 

by biolistic bombardment as described previously (Svab and Maliga, 1993). The homoplastomic 

plants were transferred to soil and cultured in a growth chamber under 16 h light (approx. 150 to 290 

µmol m
-2

 s
-1

) and 8 h dark cycles at 23 ˚C.  

 

Analysis of The Integration of Chimeric AtFd2 Gene into Plastid DNA by PCR  

The site-specific integration of the chimeric gene for AtFd2 into plastid DNA was 

examined by PCR with a set of primers (5'-GGATTGAGCCGAATACAAC -3’ and 5'- 

CAACACGGAACAAAGGGGAC-3’) corresponding to nucleotides 59,154-59,172 and 

59,429-59,410, respectively, of the tobacco plastid DNA (GeneBank accession no. Z00044). Total 

DNA from leaves of wild-type and transplastomic plants was prepared according to the method of 

Liu et al. (1995). PCR (25 cycles) was performed in a volume of 20 µl with 50 ng total DNA as 

template. The PCR products were analyzed by electrophoresis in 1.2% agarose gels. A DNA size 

marker, Smart Ladder
TM

 (NIPPON GENE, Tokyo, Japan), was used to estimate product size. 

 

Analysis of Transplastomic Plants by SDS-PAGE 

For protein analysis, an amount of leaf tissues whose nitrogen content was 0.1 µmol N was 

homogenized with mortar and pestle in 3 ml extraction buffer (50 mM HEPES-KOH (pH 7.6), 1 mM 

dithiothreitol, 2 % (w/v) polyvinylpolypyrrolidone, 1mM phenylmethylsulfonylfluoride, and 10 µM 

leupeptin). The homogenate was centrifuged at 15,000 x g for 15 min at 4°C. The supernatant was 

treated as the soluble fraction, and the pellet was treated as the insoluble fraction after rinsing and 

suspending in extraction buffer. The proteins of both fractions were electrophoresed on 10-20% 

(w/v) SDS-polyacrylamide gradient gels (BIO CRAFT, Tokyo, Japan) as described by Laemmli 

(1970), and then stained with SYPRO Ruby (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, CA, USA). 

Images were obtained with an image analyzer (LAS-3000, FUJIFILM, Tokyo, Japan) using an 

excitation wavelength of 460 nm and an emission band-pass filter of 515 nm. The gel images were 

analyzed with the Multi Gauge Ver 2.0 software (FUJIFILM).  

 

Analysis of Transplastomic Plants by Western Blotting 

 Purified Fd from spinach (Spinacia oleracea; Sigma-Aldrich, Missouri, USA) was used as 

an antigen for the production of a rabbit polyclonal antibodies. An antibody against PsbS was 

purchased from AgriSera AB (Vӓnnӓs, Sweden). After the soluble tobacco leaf proteins were 

resolved by SDS-PAGE as decribed above, they were transferred onto polyvinylidene fluoride 

membranes (Hybond
TM

-P, GE Healthcare Bio-Science Corp., Piscataway, NJ, USA). The antibodies 

were added, and the protein/antibody complexes were labeled using the ECL Advance Western 
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Blotting Detection Kit (GE Healthcare Bio-Science Corp.). The chemiluminescence was detected 

with an image analyzer (LAS-3000, FUJIFILM, Tokyo, Japan) and analyzed by the Multi Gauge Ver 

2.0 software.  

  

Measurment of CO2-Fixation, Chl Fluorescence, and P700+-Absorbance 

Before measurements of photosynthetic parameters and collection of leaves, tobacco 

plants were transferred to the dark room 4 h after the start of the light period. After about 60 min, 

CO2-fixation (gas-exchange) and Chl fluorescence were measured simultaneously followed by 

determination of P700
+
-absorbance. All measurements were done over an area of 6 cm

2
 on leaves 

attached to intact plants and were repeated in at least three different plants. The gas exchange system 

was adopted from Miyake and Yokota (2000), except that an LI-6400 (Li-Cor, Lincoln, NE, U.S.A) 

was used as IRGA. Leaf temperature was 25.0 ± 0.5° C, and the mixture of gases was saturated with 

water vapor at 16 ± 0.1°C, corresponding to 1.825 kPa. Irradiance was provided by a halogen lamp 

(KL-1500; Walz, Effeltrich, Germany) to the leaf chamber through glass-fiber optics linked to a 

PAM Chl fluorometer, which was used also to measure Chl fluorescence through the same 

fiber-optics. The steady-state fluorescence yield (FS) was monitored continuously and 1000-ms 

pulses of saturating light were supplied at intervals of 60 s to determine maximum variable 

fluorescence (FM’). The relative quantum yield of PSII (Φ(PSII)) at the steady state was defined as 

(FM’ – FS)/FM’, as proposed by Genty et al. (1989). Non-photochemical quenching (NPQ) and 

photochemical quenching (Qp) of Chl fluorescence was calculated as (FM/FM’ – 1) according to 

Bilger and Björkman (1994) and as (FM’ – FS)/(FM’ – FO’) according to Oxborough and Baker (1997), 

respectively. FO’ was defined as the minimum Chl fluorescence yield with maximum opening of all 

PSII reaction center Chl P680 molecules in the light at steady state.  

 The absorbance of P700
+
 was also measured with the PAM Chl fluorometer after replacing 

the Chl fluorescence detector-unit by a ED-P700DW-E emitter-detector unit (Walz, Effeltrich, 

Germany; Backhausen et al., 1998; Holtgrefe et al., 2003). The amplitude of full P700 oxidation was 

measured in the dark for each leaf before illumination commenced. In darkness, P700 is in its 

reduced sate, and full oxidation of P700, [P700]total, was achieved by illumination with far-red light 

(>700 nm) which excites only PSI. The oxidation of P700, [P700
+
], was monitored by the change in 

the A810-860. The same amount of oxidizable P700 should be available under illumination, unless the 

PSI electron acceptors are already in their reduced state and cannot accept additional electrons. 

During illumination, the fraction of reduced P700 or PSI acceptor (A
-
) was determined by short 

saturating light pulses which gave full oxidation of P700, followed by a “dark pulse” which yielded 

fully reduced P700. The difference between the P700 amplitude in the light and the far-red-induced 

amplitude determined in the dark-adapted leaf must be attributed to A
-
. The relative quantum yield of 

PSI (Φ(PSI)) was calculated as described by Klughammer and Schreiber (1994): Φ(PSI) = [reduced 
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P700]/[P700]total.  

 

Estimation of Electron Fluxes in PSI and PSII 

Quantum yields of PSI and PSII, Φ(PSI) and Φ(PSII), were defined as:  

Φ(PSI) = Je(PSI)/(αI x PFD) 

Φ(PSII) = Je(PSII)/(αII x PFD) 

where Je(PSI) and Je(PSII) are the electron fluxes in PSI and PSII, respectively, and αI and αII are 

the distribution ratios of light energy to PSI and PSII, respectively. If the intensity of light 

illuminating the leaf is 1,  

1 = p + β 

where p is the proportion of light absorbed by chloroplasts and β is the proportion that is transmitted 

or reflected. Furthermore, if the intensity of light absorbed by chloroplasts was 1,  

1 = dI + dII 

dI and dII are the distribution ratios of light absorbed by PSI and PSII, respectively. Therefore, αI 

and αII can be expressed as  

αI = p x dI 

αII = p x dII 

The value of αII was determined under non-photorespiratory conditions, where Je(PSII) 

was derived from the stoichiometry of the Calvin-cycle, as follows. Je(PSII) = αII x Φ(PSII) x PFD 

= 4 x (A + Rd), where A is the net CO2-assimilation rate and Rd is the day-respiration rate (Genty et 

al., 1989; Makino et al., 2002; Miyake and Yokota, 2000; Miyake et al., 2004; Ruuska et al., 2000; 

von Caemmerer, 2000). Rd was estimated from curves of A versus Ci obtained at various PFDs, as 

described by Brooks and Farquhar (1985). We obtained a constant value of αII under all light 

intensities and Ca at 2 kPa O2 (Miyake et al., 2004).  

The proportion of light absorbed by chloroplasts in the leaves, p, was determined with an 

LI-1800 spectroradiometer equipped with the 1800-12S integrating sphere attachment (Li-Cor Inc., 

Lincoln, Nebraska). For each leaf, both a reference scan and a sample scan of reflectance and 

transmittance were made from 400 to 700 nm at 1 nm intervals. The sample scan was divided by its 

corresponding reference scan, and integrated over the wavelength range to obtain the average 

reflectance or transmittance (Chen and Cheng, 2003). p was calculated as: 1 – reflectance – 

transmittance. 

From the values of αII and p, αI was calculated as αI = p – αII. Then, we estimated 

Je(PSI) and Je(PSII) from the measured values of Φ(PSI) and Φ(PSII) as  

Je(PSI) = αΙ x Φ(PSI) x PFD 

Je(PSII) = αΙΙ x Φ(PSII) x PFD 

The electron flux in CEF-PSI (Je(CEF-PSI)) was estimated as Je(CEF-PSI) = Je(PSI) – Je(PSII) 
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(Miyake et al., 2005a).  

Furthermore, we calculated the values of dI and dII from the estimated values of p, αI and αII. 

 The constant value of αII indicated that αI also was constant; the constant ratio αI/αII 

implied that dI/dII was constant, too. Thus, the change in dI/dII by state transition was negligible. In 

state transition, the reduction of the plastoquinone (PQ) pool increased dI/dII (Allen, 1992; Finazzi 

et al., 1999, 2002; Haldrup et al., 2001; Wollman, 2001). However, in the present work, even though 

state transition occurred, it would not contribute to the enhancement of CEF-PSI at high light and/or 

low CO2. 

 The apparent quantum yield of the net CO2 assimilation at steady state (Φ(CO2)) was 

estimated as A/(p x PFD), where A is the net CO2 assimilation rate and PFD is the photon flux 

density illuminating the leaf. 

 

Measurements of Leaf Nitrogen, Chl, and SPAD 

Amounts of total leaf nitrogen were determined on the same leaves as used for the 

gas-exchange studies (Makino et al., 1988). After the photosynthetic measurements, the leaf was 

excised and its fresh weight and leaf area were measured; then the leaf was homogenized in 50 mM 

Na-phosphate buffer (pH 7.5) containing 10 mM dithiothreitol (DTT) and 12.5% (v/v) glycerol at a 

ratio of leaf to buffer of 1:7 (g:ml) using chilled mortar and pestle with acid-washed quartz sand 

(0.30 g). Total Chl was determined in this homogenate (Makino et al., 1992). A portion (100 µl) was 

weighed and subjected to Kjeldahl digestion. Total leaf-nitrogen was determined by the method of 

Hind (1993), with the SuperKjel 1200/1250 System (ACTAC, Tokyo, Japan). SPAD values (total 

Chl contents) were determined with chlorophyll meter (SPAD-502, MINOLTA, Tokyo, Japan). 

 

Pigment Analysis 

 Pigments (xanthophyll-cycle carotenoids [V, violaxanthine; A, antheraxanthine; Z, 

zeaxanthine] and β-carotene) were extracted from leaf tissue (1 cm
2
) as described in Thayer and 

Björkman (1990) and analysed by HPLC according to the method of Ushio et al. (2003).  

 

Isolation of Thylakoid Membranes from Intact Chloroplasts 

 Intact chloroplasts were isolated from wild-type and transplastomic tobacco leaves and 

purified by Percoll density gradient centrifugation as described previously (Miyake et al., 2006). 

Isolated chloroplasts were subjected to osmotic shock by 10-fold dilution with 50 mM potassium 

phosphate buffer (pH 7.5), 10 mM NaCl and 2 mM MgCl2, and then the mixture was centrifuged at 

5,000 x g for 10 min. The sedimented thylakoid membranes were resuspended in the same medium 

and centrifuged again under the same conditions. The pellet was suspended in the reaction mixture 

(50 mM potassium phosphate buffer (pH 7.5), 10 mM NaCl, 2 mM MgCl2, and 400 mM sucrose) to 
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yield a thylakoid membrane preparation. 

 

Measurements of Activities of LEF, PSII, and PSI of Isolated Thylakoid Membranes 

 Oxygen uptake was monitored with an oxygen electrode (Hansatech, King’s Lynn, 

England). After incubation in darkness for 5 min under air-equilibrated conditions, the reaction 

mixture (2 ml; 50 mM potassium phosphate buffer (pH 7.5), 10 mM NaCl, 2 mM MgCl2, 0.1 mM 

KCN, 400 mM sucrose, and 28 µg Chl thylakoid membranes) was illuminated with an iodine lamp 

at various light intensities at 25
o
C. The activity of methyl viologen-dependent light-saturated linear 

electron flow (MV-dependent LEF) was assayed in the presence of 0.67 µM nigericin, 0.1 mM KCN, 

and 0.1 mM methyl viologen (MV) at 1,600 µmol photons m
-2

 s
-1

 (white light). The light-dependent 

O2-uptake rate was measured under the same conditions. The activity of PSII as well as the 

light-dependent O2 evolution rate were determined in the presence of 0.5 mM 

phenyl-p-benzoquinone and 0.5 µM 2,5-dibromo-3-methyl-6-isopropyl-p-benzoquinone at 1,600 

µmol photons m
-2

 s
-1

 (white light). PSI activity and the light-dependent O2 uptake rate were assayed 

in the presence of 0.1 mM KCN, 10 µM DCMU, 500 µM dichlorophenolindophenol, 2 mM 

ascorbate, 0.67 µM nigericin, and 0.1 mM MV at 1,600 µmol photons m
-2

 s
-1

 (white light). The 

activity of Fd-NADP-dependent light-saturated linear electron flow (Fd-NADP-dependent LEF) was 

measured in the presence of 0.67 µM nigericin, 0.1 mM KCN, 0.2 mM NADP
+
, and 5 µM 

ferredoxin (Fd) at 1,200 µmol photons m
-2

 s
-1

 (red light, ≥640 nm). The light-dependent reduction of 

NADP
+
 was monitored at 340 nm with a spectrophotometer (Shimadzu MultiSpec-1500, Kyoto, 

Japan) with cross-illumination (>640nm) under the same conditions.  
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Table I.  Correlations of A(20), A(>60), and Chl with N contents in wild-type and transplastomic tobacco leaves.

Same letters indicate no significant difference in the analysis of covariance (Sokal and Rohlf 1995) with the sequential 

Bonferroni test (α < 0.01 or α < 0.05). Difference between intercepts was tested with a common slope (Sokal and

Rohlf 1995). See also Fig. 4.  * p<0.01, #p<0.05 

Dependent Independent Plants Slope Intercept Coefficient of determination (r
2
)

A(20) Nitrogen Wild-type 0.147 ± 0.019*a -1 ± 3a 0.830*

(µmol m
-2

 s
-1

) (mmol m
-2

) Transplastomic 0.146 ± 0.016*a -1 ± 3a 0.870*

Pooled 0.147 ± 0.012* -1 ± 2 0.983*

A(>60) Nitrogen Wild-type 0.18 ± 0.02*a 12 ± 4*a 0.928*

(µmol m
-2

 s
-1

) (mmol m
-2

) Transplastomic 0.219 ± 0.018*a 9 ± 3*a 0.926*

Pooled 0.196 ± 0.014* 11 ± 2* 0.884*

Chl Nitrogen Wild-type 0.004 ± 0.001*a -0.20 ± 0.09#a 0.843*

(mmol m
-2

) (mmol m
-2

) Transplastomic 0.004 ± 0.000*a -0.15 ± 0.08#a 0.844*

Pooled 0.004 ± 0.000* -0.17 ± 0.06# 0.835*

Table II.  Leaf chracteristics (p, αII, dII, αI, dI, FV/FM, xanthophyll-cycl

carotenoids and β-carotene) in both wild-type and transplastomic plants. 

Data are means ± S.D. (n=6). In no case, differences between wild type  

and transplastomic plants were significant (p<0.05; Student's t -test).

V + A + Z = violaxanthin + antheraxanthine + zeaxanthine (Pool size of

xanthophyll cycle carotenoids).

Plants

Parameters

N (mmol mol
-1

)

P

αII

dII

αI

dI

FV/FM

V+A+Z

(mmol (mol Chl)
-1

)

β-Carotene

(mmol (mol Chl)
-1

)

0.49 ± 0.02

0.811 ± 0.009

0.862 ± 0.004

0.45 ± 0.02

0.52 ± 0.03

0.41 ± 0.02

0.48 ± 0.02

0.803 ± 0.010

0.860 ± 0.004

0.44 ± 0.02

0.51 ± 0.02

0.42 ± 0.02

Wild-type Transplastomic

172 ± 7 169 ± 9

128 ± 11 121 ± 11

95 ± 6 107 ± 8
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Table III.  Activities of methyl viologen (MV)-dependent LEF, Fd-NADP

dependent LEF, PSII, and PSI in isolated thylakoid membranes from wild-

type and transplastomic plants. Data are means ± S.D. (n=6). In no case, 

differences between wild type and transplastomic plants were significant

(p<0.05; Student's t -test).

Plants

Parameters

LEF (MV-dependent)

(µmol O2 (mg Chl)
-1

 h
-1

)

LEF (Fd-NADP-dependent)

(µmol NADPH (mg Chl)
-1

 h
-1

)

PSII

(µmol O2 (mg Chl)
-1

 h
-1

)

PSI

(µmol O2 (mg Chl)
-1

 h
-1

)

750 ± 19 740 ± 30

390 ± 30 380 ± 40

230 ± 16 220 ± 30

Wild-type Transplastomic

340 ± 40 350 ± 40

Table IV.  Photosynthetic characteristics, Rn, A, Φ(CO2),Stomatal conductance,

Ci, Φ(PSII), Je(PSII), NPQ, Qp, Φ(PSI) and Je(PSI) in wild-type and transplastomic

tobacco leaves. Data are means ± S.D. (n=6). Asterisks indicate differences between

 wild type and transplastomic plants were significant (p>0.05; Student's t -test).

Gas-exchange, Φ(PSI) and Chl fluorescence were simultaneously measured at

37 Pa CO2, 21 kPa O2 and the growth light-intensity.

Plants

Parameters

Rn (µmol m
-2

 s
-1

)

A (µmol m
-2

 s
-1

)

Φ(CO2)

Stomatal conductance (mol m
-2

 s
-1

)

Ci (Pa)

Φ(PSII)

Je(PSII) (µmol m
-2

 s
-1

)

NPQ

Qp

Φ(PSI)

Je(PSI) (µmol m
-2

 s
-1

)

0.77 ± 0.03

348 ± 18

2.11 ± 0.15*

0.64 ± 0.04

0.37 ± 0.06

185 ± 19

0.26 ± 0.04

205 ± 7

19 ± 3

0.022 ± 0.003

0.73 ± 0.02

335 ± 13

18 ± 2

0.019 ± 0.003

1.57 ± 0.17*

0.63 ± 0.04

0.39 ± 0.04

190 ± 16

0.25 ± 0.03

203 ± 8

Wild-type Transplastomic

-3.1 ± 0.6 -3.0 ± 0.6
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Table V.  Coefficient of determination between the dependent variable (Je(PSI)) and the independent variable (Je(PSII)

in wild-type and transplastomic tobacco leaves. Different letters indicate significant difference tested by the analysis of 

covariance (Sokal and Rohlf 1995) with the sequential Bonferroni test (α < 0.01). Parenthesis represents the standard

deviations of the measurements. * p<0.01. See also Fig. 7. 

Dependent Independent Plants Slope Intercept Coefficient of determination (r
2
)

Je(PSI) Je(PSII) Wild-type 1.39 ± 0.04*a 87 ± 5* 0.995*

(µmol m
-2

 s
-1

) (µmol m
-2

 s
-1

) Transplastomic 0.98 ± 0.03*b 167 ± 5* 0.992*

Pooled 1.16 ± 0.07* 132 ± 11* 0.932*

Table VI.  Photosynthetic characteristics, NPQ, Qp and Je(PSI) at about

50 µmol e
-
 m

-2
 s
-1

 of Je(PSII) in wild-type and transplastomic tobacco leaves

Data are means ± S.D. (n=6). Asterisks indicate differences between wild 

type and transplastomic plants were significant (p>0.05; Student's t -test).

Gas-exchange, Φ(PSI) and Chl fluorescence were simultaneously measured

at about 50 µmol e
-
 m

-2
 s
-1

 of Je(PSII) obtained by regulating an ambient

 partial pressureof CO2 at 2 kPa O2 and 1,100 µmol photons m
-2

 s
-1

.

Plants

Parameters

Je(PSII) (µmol m
-2

 s
-1

)

NPQ

Qp

Je(PSI) (µmol m
-2

 s
-1

) 171 ± 9* 223 ± 13*

0.20 ± 0.02 0.21 ± 0.02

2.56 ± 0.11* 4.13 ± 0.18*

Wild-type Transplastomic

51 ± 2 52 ±3
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Figure 1. A, Amino acid sequence of the AtFd2 precursor deduced from the cDNA sequence of 

AtFd2; amino acids forming a putative plastid targeting sequence are italicized. The vertical arrow 

indicates a putative cleavage site of the plastid targeting sequence predicted by the ChloroP software 

(Emanuelsson et al., 1999). B, Integration of the chimeric genes aadA and AtFd2, encoding 

aminoglycoside 3'-adenylyltransferase and the matured form of AtFd2, respectively, into tobacco 

plastid DNA. Horizontal arrows mark the primers used for the PCR analysis that was applied to 

determine the extent to which wild-type plastid DNA had been replaced by the chimeric genes. aadA, 

aminoglycoside 3'-adenylyltransferase; accD, acetyl CoA carboxylase β subunit; AtFd2, matured 

form of AtFd2; PpsbA, psbA promoter and 5’UTR; Prrn16, 16S RNA promoter; rbcL, Rubisco large 

subunit; TpsbA, psbA terminator; Trps16, ribosomal protein 16S terminator. C, PCR analysis 

demonstrating the incorporation of the chimeric AtFd2 gene into tobacco plastid DNA. 1, Smart 

Ladder
TM 

(molecular size markers); 2, pLD200-AtFd2 (plastid transformation vector); 3, total DNA 

from wild-type tobacco; 4, total DNA from transplastomic tobacco.  
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Figure 2. Accumulation of AtFd2 in transplastomic plants. A, SDS-PAGE analysis of 

proteins in the soluble and insoluble fractions prepared from wild-type (W) and 

transplastomic (T) plants. Arrowheads indicate the Rubisco large subunit. B, 

Western-blotting analysis of proteins in the soluble fractions from wild-type (W) and 

transplastomic (T) plants with anti-maize Fd1 or anti-spinach Fd antibodies.  
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Figure 3. Phenotypes of wild-type and transplastomic tobacco plants. Wild-type (A and B) and 

transplastomic (a and b) plants were grown for 31 days from seeds under standard air-equilibrated 

conditions with 16 h/8 h day-night cycles at 25°C and 22°C, respectively, 50-60% relative humidity, 

and the photon flux density of 1,100 µmol photons m
-2

 s
-1

. Seedlings were kept in 0.5 (dm)
3
 pots 

containing commercial peat-based compost, and were watered daily. Plants were fertilized with 

1,000-fold diluted Hyponex 8-12-6 (Hyponex Japan, Osaka, Japan) either once a week (A and a) or 3 

times a week (B and b). The arrowheads indicate the section where SPAD value and total leaf-N 

were determined (see text). 
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Figure 4. Rates of net CO2-assimilation at Ci = 20 Pa (A(20); A) and at Ci > 60 Pa 

(A(>60); B) versus total leaf nitrogen content (total leaf-N) (○, wild type (solid); ●, 

transplastomic (dashed)). A(20) and A(>60) were estimated from the dependence of the 

net CO2-assimilation rate on Ci. Measurements of net CO2-assimilation rate were made 

at a leaf temperature of 25oC, a photon flux density of 1,500 µmol photons m-2 s-1, and 21 

kPa O2. The variety of total leaf-N was generated by applying different amounts of 

fertilizer (see “Materials and Methods”). (C) Chl content versus total leaf-N; symbols as 

above. See Table I for further details. 
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Figure 5. Effects of light intensity on net CO2-assimilation rates at Ci = 20 Pa (A(20), A) 

and Ci >60 Pa (A(>60), B) in tobacco leaves (○, wild type (solid); ●, transplastomic 

(dashed)). Measurements of net CO2-assimilation rate were made at a leaf temperature 

of 25oC, 21 kPa O2, and the indicated photon flux density by changing Ci. Then, the net 

CO2-assimilation rates at Ci = 20 Pa and >60 Pa were plotted against the photon flux 

density. Vertical bars represent SDs (n = 6).  
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Figure 6. Effects of far-red light on the minimum yield of Chl fluorescence, and the 

decay of Chl fluorescence after pulse illumination with saturating white light. Yield of 

Chl fluorescence was monitored with a weak, modulated measuring light (ML). The 

maximum yield (FM) was induced by 1 s pulses of saturating white light (SP) as 

indicated. Far-red light (FR, >720 nm) was applied for 10 s as indicated. FR decreased 

the yield of Chl fluorescence by oxidizing plastoquinone (see text) and the decreased 

71



 

yield was defined as the minimum yield of Chl fluorescence (Fo). On the other hand, the 

yield of Chl fluorescence without FR was defined as apparent Fo (Fo(app)). A, wild-type 

plant; B, transplastomic plant. 

 

 

 

Figure 7. Plots of Je(PSI) versus Je(PSII) (A), NPQ of Chl fluorescence versus Je(PSII) 

(B), and Qp of Chl fluorescence versus Je(PSII) (C). Responses of Je(PSI), Je(PSII), NPQ, 

and Qp to changes in CO2 partial pressure were analyzed at a leaf temperature of 25oC, 

a photon flux density of 1,100 µmol photons m-2 s-1, and 2 kPa O2. Representative data 

were plotted for wild-type and transplastomic tobacco plants (○, wild type (solid); ●, 

transplastomic (dashed)). See Table V for further details on the regression analysis 

shown in (A). 
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Figure 8. Accumulation of PsbS in transplastomic plants. Proteins of the insoluble 

fraction prepared from wild-type (W) and transplastomic plants (T) were subjected to 

Western-blotting analysis with anti-PsbS antibody.  
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Figure 9. Effects of an enhanced activity of cyclic electron flow around PSI on the 

dependence of net CO2-assimilation rates on Ci. The net CO2-assimilation rate were 

measured at a leaf temperature of 25oC, a photon flux density of 1,100 µmol photons m-2 

s-1, 21 kPa O2, and at various partial pressures of CO2. The electron fluxes through PSI 

(Je(PSI)) and PSII (Je(PSII)), Je(PSI)/Je(PSII), and the Chl fluorescence parameters, 

NPQ and Qp of Chl fluorescence, were determined simultaneously with the net 

CO2-assimilation rate (see Materials and Methods). (A), Dependence of the net 

CO2-assimilation rate (circles) and Je(PSI)/Je(PSII) (squares) on Ci; (B), Dependence of 

Je(PSII) on Ci; (C) Dependence of Je(PSI) on Ci; (D) Dependence of NPQ on Ci. 

Representative data were plotted for wild-type and transplastomic tobacco plants (○, □, 

wild-type; ●, ■, transplastomic).  
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B-2 樹木葉緑体へのラン藻 NADH:O2 oxidoreductase 遺伝子導入によるストレス耐

性付与 

 
１．緒言 
 

植林による二酸化炭素固定は、経済的かつ環境負荷が低い方法として期待されるが、温

暖化抑制に寄与するには大規模な植林が必要であり，土地の確保が必須である。地球の全

地表面積の約 1/3～1/4 を占め，かつ他の土地利用との競合がなく，その大部分が未利用地

である乾燥地および半乾燥地を植林地として利用することが有望である。しかしながら，

乾燥地において植物は，必然的に乾燥，強光，塩集積などの外的要因によるストレス（環

境ストレス）に曝される。このような環境下において，植林樹木は光合成を行い，成長し，

バイオマス生産を行わなければ二酸化炭素吸収源としての機能は果たせない。また，生産

されたバイオマスを有効利用し，新たに植栽するというサイクルが回らなければ，植林に

よる永続的な二酸化炭素吸収は望めない。 

強光および乾燥による複合的ストレス環境下において、植物は気孔を閉鎖させることで

蒸散による水分の消耗を抑え、水分利用効率を上昇させている。しかしながら、長時間の

気孔コンダクタンスの減少は、葉内 CO2 分圧の低下に伴う光合成 CO2 固定酵素 Ribulose 

1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco)のカルボキシラーゼ活性を低下させ、葉緑体

の主要な電子シンクであるカルビン回路の機能低下を引き起こす。このように主要な電子

シンクを失った状況下では、光合成電子伝達系で生成される過剰な電子は、光化学系にお

ける一重項酸素の生成、Mehler 反応による光化学系Ⅰでの分子状酸素の還元によるスーパ

ーオキシドの生成、不均化反応による過酸化水素などの活性酸素種の生成を誘導すること

が知られている（Asada 1999）。Superoxide dismutase、Ascorbate peroxidase、Peroxiredoxin 等

の活性酸素消去酵素により消去しきれなかった活性酸素種は、膜脂質の過酸化、タンパク

質、酵素の酸化失活により葉緑体に深刻なダメージを与える。日常的に複合的ストレスが

生じる乾燥未利用地等大規模緑化を実現するにあたり、葉緑体へのストレス緩和機構の導

入技術の開発は重要課題である。 

本課題では、ラン藻の NADH:O2 oxidoreductase (NOO)を葉緑体で発現させることで、酸素

から水への変換で光還元力を消費することにより活性酸素種の生成を回避し、植物へのス

トレス耐性能付与を試みる。(半)乾燥未利用地の大規模緑化を実現するにあたり、葉緑体へ

の複合ストレス緩和能力付与技術の開発は重要課題である。 

平成 16 年度、モデル植物であるタバコの葉緑体ゲノムへの NOO遺伝子の導入を成功し、

ヘテロプラストミック葉緑体形質転換株（T0 世代）を取得している。本年度は、ホモプラ

ストミック形質転換体の作製および野生株との光合成能比較解析を行った。 

 

2．実験材料と方法 

１）実験材料 
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 タバコ（Nicotiana tabacum cv. xanthi）は、0.03% (w/v) sucrose、100mg/l myo-inositol、2mg/l 

glycine、0.1mg/l thiamine-HCl、0.5mg/l pyridoxine-HCl、0.5mg /l nicotinic acid、0.2% (w/v) gellan 

gum を含むMS培地 (pH5.8)（Murashige and Skoog. 1962）にて無菌的に生育させた。また形

質転換体を生育させる際には、上記培地にスペクチノマイシン(500 mg/ml)を添加した。 

 また、土植え栽培した野生株および形質転換株は、Hyponex による施肥により人工気象器

内において生育させた。 

 

２）再々分化処理とホモプラストミック個体の選抜 

昨年度取得したNOO遺伝子導入ヘテロプラストミック形質転換体の葉を 2~3mm角に刻み、

裏面を上にして 500mg/l スペクチノマイシンを含む RMOP 培地で培養し、スペクチノマイシン

耐性カルスおよびシュートを選抜した。シュートを 500mg/l スペクチノマイシンを含む MS 培

地で生育させ、葉のサイズが 5~10mm に成長した時点で DNA を抽出し、PCR により目的遺伝子

の葉緑体ゲノムへの挿入の有無を確認した。 

シュートからの全 DNA の抽出は、約 100mg の葉を液体窒素で急速凍結後、グラインダーで粉

砕後、DNA 抽出バッファー（0.3 M NaCl, 20 mM EDTA, 0.5%(w/v) SDS, 5M 尿素、5%(w/v)フェノ

ール）を加え、ボルテックスにより攪拌した。等量のフェノール:クロロフォルム:イソアミルア

ルコール溶液（25:24:1）を加え攪拌した後、15,000 rpm、5 分間の遠心分離により得られた水層

に含まれる DNA をエタノール沈殿により回収した。DNA の沈殿を 20μg/ml RNase を含む TE

バッファーに溶解し、PCR の鋳型 DNA として用いた。PCR は DNA polymerase として TaKaRa 

Ex-Taq (TaKaRa)を用いて以下の 2 組のプライマーセットを用いて行った。 

プ ラ イ マ ー セ ッ ト １ ： 5’-CATATGTTCACTACCCCCCTCCCCCCCC-3’ と

5’-GGATCCTTAGTAATAATTGCCGACTTTGC-3’、 

プ ラ イ マ ー セ ッ ト ２ ： 5’-AAGAGATCGTATTTAATTTTGCAGCAGTGG-3’ と

5’-ACCATCTTTCCATAGAGTTTTCTTGCCCCC-3’ 

 

３）ガス交換とクロロフィル蛍光解析 

タバコ野生株および形質転換株（T0）のガス交換とクロロフィル蛍光同時解析は、Miyake ら(2005)

の測定条件を一部変更して行った。測定時の光強度を 700 µ mol photon m-2 s-1とし、SPAD 値がほ

ぼ同じ葉を選んで測定した(野生株：29.1、形質転換株：30.6)。 

 

3．結果と考察 

１）NOO 遺伝子導入ホモプラストミック形質転換タバコの取得 

昨年度、ラン藻 Synechocystis sp. PCC 6803由来の NADH:O2 oxidoreductase (NOO)遺伝子を

タバコ葉緑体で発現させるために葉緑体形質転換ベクターpLD-psbAUTR-sll0550(図 1)を作

製し、葉緑体形質転換によりヘテロプラストミック個体の取得に成功したことを報告して

いる。本年度は、葉緑体での NOO遺伝子を持つゲノムのコピー数を増加させるために、上
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記形質転換個体の再々分化処理を行い、スペクチノマイシン耐性能とゲノム PCR による形

質転換個体の選抜を行った。再々分化処理により得られた形質転換候補シュートより、全

DNA を抽出し、PCR解析の鋳型として用いた。プライマーセット１による PCR により、全

形質転換候補シュートにおいて NOO遺伝子の導入が確認された。また、プライマーセット

2 による解析により、5 ラインの形質転換株において野生型の葉緑体ゲノムの存在はほとん

ど確認されず、ホモプラストミック形質転換株の取得が確認された。現在までに、ホモプ

ラストミック形質転換株 3 ラインに関して種子（T1世代）を得ている。 

 

２）NOO遺伝子導入形質転換株の光合成解析 

上記、NOO遺伝子導入形質転換株(T0世代)と野生株について、ガス交換、クロロフィル

蛍光の同時解析を行い、葉緑体での NOO 発現が光合成に影響を与えるかどうか検討した。 

その結果、ほぼ同等の SPAD値を有する野生株と形質転換株の個葉について A-Ci カーブ

を比較すると、CO2 固定速度と葉内 CO2 分圧(Ci)の関係に差は見られなかった。また最大

CO2 固定速度にも大差は見られなかった(図 2)。しかしながら、形質転換株の光合成電子伝

達速度(ETR)は、常に野生株より高く、NOO 導入が光合成電子伝達 linear electron flow (LEF)

の増強に寄与していると考えられた。また、LEF と NPQ の相関関係に関して検討したとこ

ろ、LEF が抑制される状況、つまりΦ(CO2)が抑制されえる状況下では、形質転換株におい

て NPQ がより強く誘導されていた。これらの結果は、NOO は葉緑体においても、光還元力

を利用した酸素還元、つまり新規な Water-Water cycle として機能し、LEF の増強に寄与する

とともに、NOO による ATP 消費を伴わない LEF増強により NPQ 誘導が可能であることを

意味している。NOO の葉緑体への導入は、乾燥・強光などのΦ(CO2)の低下が生じる条件化
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において、有効なストレス耐性増強技術として利用できると思われる。 
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B-3 森林創製樹木への複合ストレス耐性能力付与技術開発 

 

１ 緒言 

ユーカリはオーストラリアを中心とするオセアニア地域に５００種以上が自生する多種属植

物である。ユーカリは、１）木材やパルプ原料としても利用可能、２）成長が非常に早い早生樹

である、などの理由から環境植林としてだけではなく、事業植林としても用いられてきた。しか

し緑化促進、植生面積を拡大するためには、半乾燥地のような植林に適さないような乾燥地域に

も植林を進めること必要であると考えられる。比較的ストレスに強いユーカリも砂漠のような乾

燥、高温環境が継続する劣悪環境においては、早朝のような気温が低い時間帯には光合成を活発

に行うが、気温が上昇する日中では過剰蒸散による水分損出を防ぐため気孔開度が低下し、葉内

二酸化炭素濃度が低下する。その結果、光合成活性が低下し成育不良や光傷害などが引き起こさ

れ、植樹の自立が阻害され生育も遅くなる。そこで不良環境においても効率の良い光合成を可能

にするため、すでにタバコにおいて光合成機能強化や高成長性付加など、その効果が明らかとな

っているラン藻由来の FBP/SBP アーゼ遺伝子の導入を行い、ユーカリの光合成機能強化を試み

た(参考文献 1)。昨年度は、ユーカリに FBP/SBP アーゼ遺伝子を導入し、４０ラインの苗条原

基を獲得した。またこれらの中から、６ラインの形質転換ユーカリ苗を獲得した。本年度は、他

のラインの苗化処理を進め、また、発根処理を行い植物体獲得を試みた。 

 

 

 

２ 材料と方法 

２．１ ユーカリ早生分枝の継代培養 

図1. 文献1より図１ 文献１より
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 使用する樹種は、主にオーストラリアに自生し核形質転換系が確立されている

Eucalyptus camaldulensis を用いた（参考文献２）。早生分枝は、茎頂約 1 cm を切り取り、B5

基本培地に対して 1 %ショ糖を含有する液体培地に移植した後、メリクロン型回転培養装置（日

本医化機械製作所）を用いて回転速度 2 rpm、26℃にて継代培養を行った。 

 

２．２ 遺伝子導入と再分化処理 

遺伝子導入および再分化は、参考文献２に従い行った。 

 

２．３ ユーカリ発根処理 

発根培地（×1/4 B5、NAA 0.01mg/L、ショ糖 1%、Agar 0.4%）、静置培養にて発根誘

導を行った。その他の発根誘導条件検討として、１）発根誘導培地（×1/4 B5、IBA 0.1mg/L、

ショ糖 1%、Agar 0.4%）にて 10日間誘導を行った後、発根培地に移植。２）ホルモンフリー培

地（×1/4 B5、ショ糖 1%、Agar 0.4%）、３）低ショ糖培地（×1/4 B5、NAA 0.01mg/L、ショ

糖 0.5%、Agar 0.4%）、４）高支持体濃度培地（×1/4 B5、NAA 0.01mg/L、ショ糖 1%、Agar 0.8%）

にて条件検討を行った。 

 

３ 結果 

３．１ ユーカリ苗の苗状快復 

ラン藻由来 FBP/SBP アーゼ遺伝子は、カナマイシンおよびハイグロマイシンで選抜

可能なバイナリー・ベクター  pIG121-Hm の CaMV35S（35S cauliflower mosaic virus 

promoter）プロモーターに連結した（参考文献３,４）。さらに葉緑体移行シグナルとしてトマト

RbcS遺伝子のシグナル配列領域をFBP/SBPアーゼ遺伝子の5’末端に連結し構築したFBP/SBP

アーゼ発現ベクター

をユーカリに導入し、

得られた形質転換ユ

ーカリ苗（１８ライ

ン）は、すべてのラ

インでガラス化して

いた。（図３）得られ

た形質転換ユーカリ

苗を正常状態に回復

させる必要があった

ため、形質転換ユーカリ苗を繰り返し苗化処理培地にて継代培養し、正常状態に回復させた（図

４）。得られた形質転換ユーカリ苗は、伸長培地、静置培養にてユーカリ苗を伸張させた後、発

根処理を行った。 

 

HPT35S TNOSNPT IINOS TNOS

FBP/SBPaseTP35S TNOS

RB LB

図2. FBP/SBPase発現ベクター
図 2 FBP/SBP アーゼ発現ベクター

80



 

 

３．２ 形質転換ユーカリ苗の発根処理 

 苗化状態の良いユーカリ苗 8 ラインを用いて、発根処理を行った。しかし、すべての

ラインでカルス根が発根し正常な根の形成は見らなかった。（５０４個体）そこで IBA を含む発

根処理（７２個体）や、ホルモン濃度（５４個体）、ショ糖濃度（５４個体）、支持体濃度（４５

個体）など、発根培地の検討を行ったが、すべての培地において、正常な発根は見られなかった。

（表１） 

 

４ まとめ 

砂漠などの不良環境においても成長性が高いユーカリ作出のため、ユーカリへラン藻

由来の FBP/SBP アーゼ遺伝子の導入し、高光合成ユーカリの作出を試みた。昨年度の成果であ

る FBP/SBP アーゼ遺伝子導入用ベクターによるユーカリの形質転換を行い、得られた約４０ラ

インの苗条原基を、本年度は、苗化および発根処理を行った。苗化処理を行った結果、４０ライ

ン中１８ラインのみが苗化がした。しかし、１８ラインすべてでガラス化状態が長期続き、実際

Suc 1% 

NAA 0.01mg/L

Suc 1% 

NAA 0.01mg/L, 

Suc 0.5% 

NAA 0.01mg/L, 

Agar 0.8% 

IBA前処理あり IBA前処理なし

72個体 504個体

54個体

54個体

45個体

発根数 

0 

0 

0 

0 
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に正常状態に快復したのは１０ラインのみであった。これらの１０ラインの中、苗化状態の良い

８ライン、７２９個体の発根処理を行ったが、正常な発根は全く見られなかった。今回の結果は、

ＧＵＳ等のマーカー遺伝子と異なり、ガラス化状態の長期継続や発根の不具合などが見られたた

め、導入遺伝子（FBP/SBP アーゼ）による影響も考えられた。今後は、得られた形質転換ユー

カリ苗の発根条件の検討を行う必要がある。 
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B-4 水分子制御による複合ストレス耐性に関する基盤技術研究 

 

要約 

 ユーカリの生長性、水利用効率、光合成能力等を高めることを目的に、ユーカリにダイ

コン由来のアクアポリンを導入することを研究目的の柱の１つとしている。ユーカリには

遺伝学的バックグラウンドを異にする多様な樹種が存在し、それぞれ異なった環境で生育

している。そこで乾燥耐性の異なる樹種を選択し、葉のアクアポリンを免疫学的手法で定

量した。 

 本研究は、モデル植物を対象にアクポリンの解析を進め、アクアポリンの有用機能を明

らかにすることも目的としている。本年度は、未解明部分の多い SIP と NIP に焦点をあて

た。シロイヌナズナの３種の SIP はいずれも小胞体（ER）膜上に局在すること、SIP2;1 は

水チャネル機能がないが、SIP1;1 と SIP1;2 は水チャネル活性が検出できることを明らかに

した。SIP2;1 は他の物質を輸送している可能性がある。一方、NIP の解析も進めた。 

 

   Water channel aquaporins occurs in multiple isoforms and are distributed in both 

plasma and vacuolar membranes of plant cells. We estimate that quantities and special 

distribution of aquaporins are key factors，which determine the rate and pathway of 

water flow in plants. The water flow is essential for efficient circulation of 

nutrients，oxygen，carbon dioxide，and phytohormones. Thus，we plan to manipulate 

genetically the level of aquaporins in Eucalyptus trees to stimulate the growth rate 

and stress tolerance.  

A family of Eucalyptus has a wide variety of members with different genetic 

background. In the present study we investigated the relationship between the 

aquaporin protein level and the drought tolerance. There was no relation in the case 

of vacuolar membrane aquaporin TIPs. However，the level of the plasma membrane 

aquaporins PIPs is positively correlated with the drought tolerance. Next，we 

generated the transgenic Eucalyptus trees，which overexpressed PIP1;1 and PIP2;2，

respectively. 

   The second aim of the project is to find applicable new function of plant aquaporins. 

In this study，we determined the ER localization of three members of SIP subfamily 

and their cell-specific expression，such as leaf vain and pollen. SIP1;1 and SIP1;2 

have low water channel activity，but SIP2;1 has no activity. 
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1．緒 言 

 樹木を含む植物には多様なアクアポリン（水チャネル）が存在し、膜における水の流れ

の量と速さを司っている。生体膜における水透過率を決定するアクアポリンは、その量と

空間的分布形態が植物個体における水の流路と流量を規定する、と容易に想像されるとこ

ろである。道管と篩管のメイン経路における水流ではなく、根系から道管への水の流れ、

道管から各組織への流れ、各柔組織内における流れ、道管系から篩管へ流れ、そして葉組

織における気孔空洞（呼吸腔）への水分の流れにおけるアクアポリンの役割は極めて大き

いと考えられる。組織の隅々を流れる水は O2、 CO2 の他、栄養成分、代謝産物、情報シグ

ナルも含めた成分を含んでおり、植物の生命を維持し成長を支えている。さらに、ある種

のアクアポリンは CO2分子を輸送するとの結果が報告されている。したがって植物における

光合成あるいは各組織における CO2の排除に関わる可能性が高い。 

 本研究ではこの視点で、ユーカリ樹木におけるアクアポリンの知見を得、アクアポリン

強化植物での生理形質の解析を目的としている。ユーカリには様々な樹種が存在し乾燥耐

性等生理的特性が異なる。この点に注目し各樹種のアクアポリン蓄積量と乾燥耐性の間に

相関性があるかを検討した。さらに本研究の主題であるアクアポリン遺伝子組換えユーカ

リの幼苗をサンプルとし、成長性への効果等、生理形質の評価を今年度の研究課題とした。 

 同時に、モデル植物におけるアクアポリンの基盤的知見を集積することも、研究の両輪

として位置づけている。モデル植物としてシロイヌナズナを対象とした。植物アクアポリ

ンは細胞膜型（PIP）、液胞膜型（TIP）、NIP（根粒菌包膜タンパク質 NOD26 類縁タイプ）、

そして SIP に分類される（図１参照）。PIP、SIP の細胞内局在、機能は未解明であった。そ

こで、本年度はアクアポリンの多様な特性と機能をユーカリ樹木育種に応用することを念

頭に、SIP および NIP の基盤的知見を得るための実験を推進し、きわめて重要な知見を得る

ことができた。 

 本研究は、ユーカリの成長性を促進し、ストレス耐性をより強くすることが大きな目標

である。そこで、アクアポリン以外にも、効果の期待できる膜輸送系分子として液胞膜 H+

輸送性ピロホスファターゼ（V-PPase）に注目することとした。液胞は、植物細胞とくに若

い細胞では、細胞容積の 90％以上を占めるオルガネラであり、生体成分貯蔵、生理活性物

質蓄積、有害物質隔離、細胞空間充填、細胞質ホメオスタシス維持、生体防御に深く関わ

っている。これらの多様な物質の液胞への蓄積は、液胞膜を介した H+濃度勾配あるいは膜

電位に依存する輸送システムの作動に依存している。そこで、H+濃度勾配を形成するプロト

ンポンプとしての V-PPase は細胞成長にとっても第一義的に重要な役割を果たしている。

V-PPase の遺伝子導入による増強は成長性とストレス耐性に大きなプラスの作用を及ぼす

ものと期待される。本報告では、特にアクアポリンの基本特性に焦点をおき今年度の成果

を報告する。 
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図１ 解析に使用したユーカリ E. camaldulensis

１９種の産地 Queensland（QLD）州を中心に

様々な地域の実生を使用した。 

図１ シロイヌナズナのアクアポリンフ

ァミリー 

シロイヌナズナのアクアポリンはPIP、TIP、

NIP そして SIP に分けられ、計 35 種の分

子種が存在する。今年度は SIP３種および

NIP２種に注目し、その細胞内局在と機能

を解析した。 

 

 

 

 

2．実験材料および方法 

2.1 シロイヌナズナの SIP サブファミリーメンバーの発現、局在、機能に関する実験 

  シロイヌナズナの SIPサブファミリーの全メンバー、SIP1;1、 SIP1;2、 SIP2;1 の３分

子を実験対象とした。これらの細胞内局在を解明するためにそれぞれの N 端側および C 端

側に GFP を連結したキメラ遺伝子を調製した。これらをシロイヌナズナの培養細胞（Deep 

cell、根由来）で一過的に発現させ、共焦点レーザー顕微鏡下で観察した。また、シロイ

ヌナズナの植物組織を磨砕し、細胞分画法によっても SIP の細胞内局在を検討した。 

 SIP の機能解析を目的に、酵母での発現系に SIP 各 DNA を導入し発現させた後、酵母細胞

から膜画分を調製し、ストップドフロー光散乱分光法により膜小胞の水透過率を測定した。

さらに、遺伝子発現の細胞特異性を解明するために、SIP 各遺伝子のプロモーター領域（各

遺伝子の UTR の約 2,000 bp）を GUS（β-glucuronidase）遺伝子に連結し、シロイヌナズ

ナに導入して生育させた後、GUS染色法により発現細胞を観察した。 

 

2.2 シロイヌナズナの NIP サブファミリーメンバーの発現、局在、機能に関する実験 

 【非公開内容につき省略】 

 

2.3 ユーカリ樹木のアクアポリン遺伝子およ

びタンパク質分子に関する実験 

ユーカリには遺伝的バックグラウンドの異な

る多様な樹種が存在する。オーストラリアでは、

それぞれの地域の生育環境に適した樹種が生育

している。生理特性の中でも乾燥耐性に着目し、

アクアポリンタンパク質の蓄積量との間に相関

が見られるか否かを検討した。各アクアポリンを

定量するために、PIP1 を認識する抗体（抗 PIP1）、
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多種 PIPを認識する抗体（抗 PIPs）、γ-TIP（TIP1;1）を認識する抗体（抗γ-TIP）、δ-TIP（TIP2;1）

を認識する抗体（抗δ-TIP）の４種抗体を調製した。本年度は特に、産地の異なるユーカリ

E. camaldulensis１９種（図１）の苗の葉から粗膜画分を調製し、上記抗体を用いてウェ

スタン解析により、個別タンパク質量を定量した。さらに、対象ユーカリ１９種の生長特

性（土耕栽培による乾燥ストレス耐性）の評価には播種後８ヶ月の苗木（地上高約 100 cm）

を用い、潅水条件を変えて１ヶ月間、乾燥ストレス処理を施し、各産地のユーカリの耐性

度を評価した。 

 

2.4 ユーカリへのアクアポリン遺伝子の導入 

 水チャネル機能の検定の済んだダイコンの細胞膜型アクアポリンの中から PIP1;1 と

PIP2;1 を選び、ユーカリ交雑種 E. grandis x urophylla に遺伝子導入した。それぞれの

cDNA を Tiプラスミドに入れた後、Agrobacterium tumefaciens (EHA101)に導入し、得られ

た形質転換カルスのうち導入遺伝子が確認されたものについて、植物個体への再分化・馴

化を行った。再分化の過程で得られた組織培養物の一部を用い、導入遺伝子の発現を RT-PCR

（定量 PCR）により確認した。 

 

2.5 ユーカリのアクアポリン組換え体の解析 

 得られた遺伝子組換えユーカリを土耕で６ヶ月間栽培した後、潅水条件を変えて１ヶ月

間、乾燥ストレス処理を施した。処理期間中の生長量をストレス耐性度として評価した。

ストレス処理した植物個体から葉を数枚サンプリングし、そこから粗膜画分を調製した。

導入した PIP1;1 と PIP2;1 に特異的な抗体を利用したウェスタン解析を行い、アクアポリ

ン導入ユーカリの生長特性とアクアポリン蓄積量との相関性について検討した。 

 

3． 実験結果および考察 

3.1 シロイヌナズナの SIP サブファミリーメンバーの発現、局在、機能に関する実験 

 シロイヌナズナの SIP1;1、 1;2、 2;1 の３分子を実験対象とし、それぞれの N端側およ

び C 端側に GFP を連結したキメラタンパク質遺伝子を調製し、培養細胞で一過的に発現さ

せ、蛍光顕微鏡下で観察した。３種いずれも緑色蛍光は細胞膜や液胞膜には検出されず、

小胞体（ER）膜上に検出された。その蛍光パターンは ER マーカータンパク質である Sec22

分子と同一であった。図２に結果の一部を示した。ER 局在は、組織から調製した粗膜画分

のショ糖密度勾配遠心による細胞分画法によっても確認された。すなわち、ER マーカータ

ンパク質の Bip 同様に、粗膜各分を EDTA 処理することによりリボゾームを遊離させると、

SIP の分布は低密度画分に移動する。これらの結果から SIP の３種はいずれも ER 局在であ

ると判断した。これは生物界全体での新発見である。 

 SIPの水チャネル機能解析を目的に、酵母での発現系にSIP各 cDNAを導入し発現させた。

その後、酵母細胞から膜画分を調製し、ストップドフロー光散乱分光法により膜小胞の水
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透過率を測定したところ、SIP1;1および SIP1;2には水チャネル活性は認められたが、SIP2;1

は活性を示さなかった。少なくとも SIP2;1 は水チャネル機能以外の役割を果たしているこ

とを伺わせた。具体的な輸送基質の解明には新たな手法の開発が必須であり、次年度の課

題とした。いずれにせよ、ER 膜上の SIP の機能解明は、生物界全体におけるアクアポリン

研究の新たなブレークスルーとなる。 

 さらに、遺伝子発現の細胞特異性を解明するために、SIP 各遺伝子のプロモーター領域を

GUS 遺伝子に連結しシロイヌナズナに導入し、生育後、GUS染色法により発現細胞を観察し

た。その特徴を挙げるとすれば、SIP1-1 はトライコーム、根端細胞伸長域、花粉で発現、

SIP1-2 は根、葉脈、排水組織（hydathode）などで発現、SIP2-1 は葉脈、根端伸長域で発

現していた。下に SIP2-1 の実験結果の一部を記した。したがって、３種は同じく小胞体膜

に局在するものの、発現する細胞には特徴があることが判明した。タンパク質レベルで解

析すると、たとえば SIP1;1 は花粉のポレンコートに著しく蓄積しており、花粉形成あるい

は受粉機能に関連するもとの推測され、今後の詳細な解明を急ぎたい。 

図２ シロイヌナズナ SIP の細胞内局在 

SIP1;1（A、B）、SIP2;1（C、D）の N 端、C 端に GFP を連結したコンストラクトを作製し、シロ

イヌナズナ培養細胞に発現させ、GFP の緑色蛍光を共焦点レーザー顕微鏡で観察した。ER マーカ

ータンパク質として知られる Sec22 にも GFP を連結し同じ条件で観察した（E）。遊離 GFP のイメ

ージはパネル F に示した（細胞質および核内に蛍光が観察される）。 
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図３ シロイヌナズナ SIP1;1 の遺伝子

発現の細胞特異性 

SIP1;1のプロモーターDNA配列に GUS遺

伝子を連結してシロイヌナズナに発現

させ、発色法にて発現細胞を検定した。 

 

 

 

 

3.2 シロイヌナズナの NIP サブファミリーメンバーの発現、局在、機能に関する実験 

【非公開内容につき省略】 

 

3.3 ユーカリ各樹種の乾燥耐性特性とアクアポリン量の相関性に関する実験 

【非公開内容につき省略】 

 

3.4 ユーカリへのアクアポリン遺伝子の導入、および遺伝子導入ユーカリの解析 

 植物の細胞膜には機能や発現調節の異なる２グループのアクアポリン PIP1と PIP2が

局在しており、そのユーカリでの機能を検証するため両者を導入したユーカリの作出を行

った。導入遺伝子にはチャネル機能の検定の済んだダイコンの細胞膜型アクアポリンの中

から水透過性の高い RsPIP2-1、そして植物体で恒常的に発現する RsPIP1-1 を選び、35S

プロモーターと連結したコンストラクトを作製、ユーカリを形質転換した。 

【非公開内容につき省略】 

 

4．結論および今後の研究課題 

4.1 結論 

 ユーカリの成長性、水利用効率、光合成能力等を高めることを目的に、ユーカリにダイ

コン由来のアクアポリンを導入することを研究目的の柱の１つとしている。ユーカリには

遺伝学的バックグラウンドを異にする多様な樹種が存在し、それぞれ異なった環境で生育

している。そこで乾燥耐性の異なる様々な産地を選択し、幼苗の葉のアクアポリンを免疫

学的手法で定量した。アクアポリン量と乾燥耐性度の相関性をみると、液胞膜型 TIP との

間では関連性がみられないが、細胞膜型 PIP の量が多いほど乾燥耐性が高いことが明らか

になった。この点は、アクアポリン遺伝子の増強が乾燥耐性にもポジティブに作用するこ

とを示唆している。２種類の PIP がユーカリにおいてどのような機能を担っているのか明

確にすることは、今後のアクアポリンを標的とした分子育種を進める上で有用である。 

 次に、アクアポリン遺伝子導入ユーカリの解析を進めた。水チャネル活性の高い PIP2型、
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水チャネル活性が低く生理機能不明の PIP1型を導入したユーカリいずれにおいても苗木の

成長性が改善される可能性が示唆された。しかし、この成長性が、他のストレス耐性（乾

燥耐性など）の低下、着葉量の低下など、マイナス面をもたないことを検証しておく必要

がある。そのため、乾燥ストレス耐性の評価には、同位体分別の測定による水利用効率の

評価技術を用いる予定である。 

 本研究では、モデル植物を対象にアクポリンの解析を進め、アクアポリンの有用機能を

明らかにすることも目的としている。本年度は、未解明部分の多い SIP と NIP に焦点をあ

て、その細胞内局在、水チャネル機能、遺伝子発現の細胞特異性を解析した。シロイヌナ

ズナの３種の SIP はいずれも小胞体（ER）膜上に局在すること、SIP2;1 は水チャネル機能

がなく、SIP1;1 と SIP1;2 は水チャネル活性が検出できることを明らかにした。SIP2;1 は

他の物質を輸送している可能性があるが、具体的輸送基質の特定は今後の課題として残さ

れている。遺伝子組換えによるユーカリの環境ストレス耐性付与の標的としてアクアポリ

ンが有効であることの検証は可能であるが、一般的に植物の生長性とストレス耐性とがト

レードオフの関係にあること、モデル植物でのアクアポリン過剰発現の結果を考慮に入れ

ると、ストレス応答性かつ部位特異的プロモーターを利用したユーカリ遺伝子発現系の開

発がアクアポリン強化ユーカリの実用化には必要であろう。また、ユーカリ本来の乾燥ス

トレス耐性機構とアクアポリンとの関係を詳細に検討する必要があるが、アクアポリンの

発現量を指標としたユーカリの乾燥ストレス耐性度の評価技術としての応用が可能であろ

う。 

 

4.2 今後の研究課題 

（1）アクアポリン遺伝子を導入した形質転換ユーカリでの、アクアポリンの量、乾燥耐性、

葉面積の量的変動など、生理学的形質の変化を詳細に解析する。 

（2）ユーカリ本来のアクアポリンおよび各組織由来の細胞膜の水透過率の解析を進める。

ユーカリ EST ライブラリーが充実してきているので、ユーカリ内在性のアクアポリン分

子の特定と、それらの発現特性、その膜系の水透過率との相関性を明らかにする。 

（3）シロイヌナズナをモデル植物とし、SIP および NIP の個別分子種について、水以外の

輸送基質の可能性も実験により確認を進める。これはアクアポリンの新たな機能を明確

にすることになる。モデル植物での遺伝子過剰発現株の作出も進め、生理学的効果を検

定し、効果が期待できれば、ユーカリへの遺伝子導入を検討する。また、液胞膜 H+ポ

ンプとしての H+-ピロホスファターゼや Ca2+、Mn2+等必須金属イオンの膜輸送に関与す

るカチオン/H+交換輸送体、ならびに Zn2+輸送体について、モデル植物の情報が集積さ

れつつある。有効性が確認出来れば、不良環境におけるユーカリへの応用が期待できる。 

 

５．平成 17 年度(2005 年度) 特許出願、研究発表、文献発表等 

（１）特許出願   本件に関する特許出願なし 
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（２）研究発表（アクアポリンおよびH+-ピロホスファターゼ関連を中心に） 

広野めぐみ、中西洋一、前島正義：放線菌 H+-ピロホスファターゼの酵素機能に関わるアミ

ノ酸残基のランダム変異導入解析.日本農芸化学会 2006 年度大会、京都、3 月 25-28

日 

桜井淳子、水谷政博、石川文義、村井麻理、上村松生、前島正義：イネアクアポリン分子

種の発現特性及び水透過活性の解析. 日本植物生理学会 2006 年度年会、筑波、3 月

19-21 日 

河内美樹、小八重善裕、前島正義：酵母に発現させたシロイヌナズナ液胞膜 Zn2+輸送体AtMTP1 の

機能解析. 日本植物生理学会 2006年度年会、筑波、3月 19-21 日 

瀬上紹嗣、中西洋一、前島正義：シロイヌナズナの II 型 H+-ピロホスファターゼの生化学

的解析：細胞内局在と存在量. 日本植物生理学会 2006年度年会、筑波、3月 19-21 日 

前島正義、石川文義、須賀しのぶ、水谷政博：植物アクアポリン SIP の細胞内局在と生理

機能. 第２回アクアポリン研究会. 名古屋大学、名古屋、3月 2-3 日. 

Maeshima, M., Mimura, H., Kamiya, T., Hirono, M., Kobae, Y., Kawachi, M., Segami, 

S. and Nakanishi, Y.: Accumulation of mineral nutrients and proton circuit in 

plant vacuoles. Plant Winter Conference 2006. POSTECH, Pohang University of 

Science and Technology, Pohang, Korea, Feb. 5-6, 2006. (Invited speaker) 

広野めぐみ、中西洋一、前島正義：放線菌 H+-ピロホスファターゼの基質加水分解-H+輸送の

共役に関わるアミノ酸残基の解析. 第 28 回日本分子生物学会年会.福岡、12 月 7-10

日. 

中西洋一、若見俊介、稲垣麻由、三村徹郎、三橋尚登、森上敦、加藤友彦、田畑哲之、佐

藤修正、前島正義：シロイヌナズナ変異株を用いた液胞膜 H+-ピロホスファターゼの生

理機能の検証. 第 28 回日本分子生物学会年会. 福岡、12月 7-10日. 

Maeshima, M., Mimura, H., Kamiya, T., Hirono, M., Kobae, Y., Kawachi, M., Segami, 

S. and Nakanishi, Y.: Proton circuit and accumulation of mineral nutrients in 

plant vacuoles. The Symposium on Molecular and Cellular Biology of Plant Storage 

Function: From Gene to Food. Nov. 28-29, 2005, Nagoya University. (Organizer, 

invited speaker) 

前島正義：植物アクアポリンと水/重炭酸イオン/炭酸ガス輸送.「動植物細胞における炭酸

ガス/重炭酸イオンの輸送系」研究会、名古屋大学、2005 年 9 月 24 日. 

Maeshima, M.: (1) Water Channel Aquaporin. (2) Dynamics in structure and function 

of plant vacuolar transport systems. The 2005 Cross-strait Symposium on Teaching 

of Plant Physiology and Molecular Biology, Oct 14-19, 2005, at Wuhan University, 

Wuhan , P R China. (Plenary Lecture) 

Mimura, H., Nakanishi, Y. and Maeshima, M.: Oligomerization of the H+-pyrophosphatase 

of Streptomyces coelicolor and its structural and functional consequences. The 
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78th Annual Meeting of Japanese Society of Biochemistry. Kobe, October 19-22, 

2005. 

Maeshima, M., Mimura, H., Hirono, M., Segami, S. and Nakanishi, Y. Tertiary structure 

and functional regulation of H+-pyrophosphatase. The International Symposium on 

the Biological Membrane Transport 2005. Awaji, August 8-10, 2005. (Invited) 

桜井淳子、石川文義、山口知哉、村井麻理、前島正義、上村松生.イネアクアポリンの多様
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B-5 耐塩性複合遺伝子の構築とスクリーニング（１） 

１．はじめに 

 

近年、世界人口の急増や塩害による可耕地の減少が食糧不足をもたらすと予想され、温

暖化、砂漠化といった環境破壊が深刻な問題となっている。この問題を解決するための一

つの手法として、「分子生物学的手法を用いた高等植物の塩ストレス耐性の強化」がある。

塩害地で高等植物を育てるための基盤技術を確立し、ユーカリ等の有用植物に応用できれ

ば、将来、炭酸ガス吸収源の拡大につながるものと期待できる。 

当研究室では海水という特殊な環境下で生育しているマングローブ植物を遺伝子資源と

して着目し、大腸菌を用いた機能スクリーニング法（Yamada et al. , 2002）でその耐塩性

に関与する cDNA の探索を進めてきた。材料として、神戸大学の三村徹郎博士らが確立し

たヒルギ科マングローブ植物である Bruguiera sexangula の培養細胞系（Mimura et al. , 

1997）を用いた。この細胞は懸濁培養が可能であり、100 mM の NaCl 存在下においても 

NaCl 非存在下の場合とほぼ同じ速度で生育できるという、非塩生植物由来の培養細胞と異

なる極めて珍しい性質がある。機能スクリーニングの結果、既に新奇タンパク質をコード

する cDNA が得られ、そのタンパク質は「マングリン」（Yamada et al. , 2002）と命名さ

れている。マングリンは 256 アミノ酸から成るタンパク質で、大腸菌の耐塩性、耐熱性、

浸透圧耐性、凍結融解耐性を有し、酵母、及びタバコ培養細胞の耐塩性を強化する機能を

有しており、16 から 86 番目のアミノ酸にその機能を維持するために必要な領域が含まれ

る（Yamada et al. , 2002）ことが明らかになっている。また、マングリンの C 末端側は、

シロイヌナズナやトマトの allene oxide cyclase (AOC) と高い相同性を有するが、Ｎ 末端

側の配列（約 70 アミノ酸）は大きく異なる。一般に AOC は植物の成長阻害、老化促進

作用のある植物ホルモンの一種であるジャスモン酸の生合成経路において、

12,13-epoxy-octadecatrienoic acid を 12-oxo-PDA に変換する酵素で、2000 年に、そのア

ミノ酸配列が明らかにされた。しかし、マングリンが大腸菌の耐塩性、耐熱性、浸透圧耐

性、凍結融解耐性を強化するのに対し、シロイヌナズナやトマトの AOC cDNA を導入し

た大腸菌にではストレス耐性機能の向上は認められていない。また、in vitro で、マングリ

ンは分子シャペロン様活性（クエン酸シンターゼの熱凝集抑制効果）を有することが昨年

度までの研究で明らかにされている。 

今年度は高等植物におけるマングリンの効果を詳細に検討するために、昨年度までに既

に得られている形質転換タバコの中から T２ホモ個体の種子を獲得し、耐塩性に関する評価

（光合成量子収率）を開始すると同時に、各形質転換体における導入遺伝子の正確な発現

量を評価するために、ウエスタンブロットやリアルタイム RT-PCR によるマングリンタン

パク質やマングリン mRNA の検出を試みた。 

 

２．方法 
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２－１ T2 世代のマングリンを導入した形質転換タバコのストレス耐性評価 

 

２－１－１ マングリン形質転換タバコの Ｔ2 世代の作出 

形質転換タバコは、25℃、長日条件（明期 16 時間、暗期 8 時間）、で育成した。当研

究室で既に作出された T0 世代のマングリン形質転換タバコから取れた種子を 1.5 ml の

エッペンチューブに分注し、 70% エタノールを 1 ml 加え、撹拌し、上澄み液を捨てた。

これに、5% ハイターを 1 ml 加え、撹拌し、5-7 分間滅菌した後、上澄み液を捨てた。滅

菌水を 1ml 加え、軽く撹拌し、上澄み液を捨て、この操作を 6 回繰り返した。 滅菌した

種子を 150μg/ml カナマイシンを含む MS 培地に播種し、約 3 週間後に抗生物質耐性植

物を判断した。この耐性植物を新しい MS 培地に移し、約 10 cm まで育てた後、土に移

した。土は黒土（サカタスーパーミックス）を用いた。 2 日に 1 回の割合で水を与え、

約 5 ヵ月後に T2 世代の種子を回収した。回収した T2 世代の種子を同様に滅菌し、150 

μg/ml カナマイシンを含む MS 培地に播種し、抗生物質耐性を同定し、抗生物質耐性率

からマングリン形質転換タバコのホモ個体の種子を選抜した。 

 

２－１－２  マングリン導入形質転換タバコの生育比較 

T2 世代のホモ個体のマングリン形質転換タバコの種子を土に播種し、水を与えて生育さ

せた。土は黒土（サカタスーパーミックス）を用いた。生育 2 ヶ月後、 様々な条件の塩

ストレスを与えた。 

（a）200 mM NaCl を与え続けた場合 

200 mM NaCl を含む水、及び水のみ（コントロール）を 4 週間与え続け、その後の生

育の差を観察した。 

（b）300 mM NaCl を 1 週間与えた場合 

300 mM NaCl を含む水、及び水のみ（コントロール）を 1 週間与えた。その後、塩を

含まない水でポットの中を置換し、水を 3 週間与え、その後の生育の差を観察した。 

 

２－１－３ 塩ストレス下での光合成量子収率の測定 

２－１－２で生育させた形質転換タバコを用いた。水を与えて育てた植物体 (control) と 

ストレス処理として 300 mM NaCl を 1 週間与えて育てた植物体の光合成量子収率を測

定した。光合成量子収率は、個体の上から 12-14 番目の葉を 15 分間暗順応させ、WALZ 

社の MINI-PAM0101 で測定を行い、算出された yield（光合成の最大収率）の値で評価

した。 

 

２－１－４ real time RT-PCR による発現量の比較 

（a） mRNA 抽出法 
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T2世代の形質転換タバコの葉を約 200 mg 取り、マルチビーズショッカー（YASUI KIKAI）

を用いて 1800 rpm、10 秒の条件で 10 回破砕し、植物がパウダー状になるまで破砕を行

った。破砕した植物体をエッペンドルフチューブに移し、RNeasy Plant Midi Kit 

(QIAGEN) を用いてマニュアルに従って RNA を抽出した。このうち 20 μg を使い、

M-MLV Reverse Transcriptase（invitrogen™）を用いて cDNA の合成を行った。RNA 5

μl、dNTP mixture 1μl、Oligo(dT)12-18Primer  0.5μl、5×First-stand Buffer 2 μl、0.1 

M DTT 1μl、M-MLV Reverse Tramscriptase (200 U/μl) 0.5 μl を加え、total 10 μl に

し、軽く攪拌し、42 ℃で 1 時間 cDNA 合成を行った。その後、濃度を 100 ng/μl に合

わせ、real time RT-PCR の template とした。 

（b） プライマーの決定 

mangrin の forward primer を 5 通り、reverse primer を 5 通り設計し (Fig. 3-1)、25 

通りの組み合わせの中から WT で検出されず、template を入れない状態において生成物

が確認されない、かつ生成物が単一の目的産物である組み合わせの primer を選んだ。ま

た、 対照として、actin 遺伝子検出用の primer を用いた。actin 遺伝子の primer では 

template を入れない状態において生成物が確認されず、生成物が単一であるかどうかを確

認した。 

（c） real time RT-PCR 

 (b)で選んだプライマーを用いて real time RT-PCR を行った。各サンプルを SYBR® 

Premix Ex Taq™  (TaKaRa)  10 μl、PCR Forward Primer  2.5 μl、PCR Reverse 

Primer  2.5 μl、template  3 μl、滅菌水 2 μl になるように調整した。反応は 95 ℃ 

3 分間の後、95 ℃ 30 秒、58 ℃ 30 秒、72 ℃ 30 秒を 35 cycle 行った。Melting curve 

は 60 ℃ から 90 ℃ までの温度を 0.5 ℃ 間隔で 5 秒間ずつ測定した。定量に用いる

検量線は pBluescript SK に組み込んだ mangrin cDNA と actin をPCR で増幅させた 

PCR 断片を template として希釈系列を用い作成した。mangrin の検量線は 10-8, 10-10, 

10-11, 10-12, 10-13 の希釈系列を作成し、actin の検量線は 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11 の希

釈系列を作成し、この検量線から PCR 産物の増幅効率を求めた。解析は Opticon2® 

version 3.1 リアルタイム PCR 解析システム（BioRad）を用いて行った。 

 

２－１－５ ウエスタンブロッティングによる発現解析 

(a) ペプチド抗体のアミノ酸配列 

抗体 1 (アミノ酸配列 231-240)   C+EPHPSVEPMP 

抗体 2 (アミノ酸配列 30-42)     C+TQTVLPFKFTNPS   

(b) ウエスタンブロッティング法 

T2 世代のホモ個体の成熟したマングリン形質転換タバコとＷＴ (control) の葉を約 2 g 

ずつ液体窒素で凍結させ、マルチビーズショッカー（YASUI KIKAI）を用いて 1800 rpm、

10 秒の条件で 10 回破砕し、植物がパウダー状になるまで破砕を行った。植物がパウダー
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状になるまで破砕を行った。破砕したサンプルを 15 ml のファルコンチューブに移し、4 

ml の 50 mM Tris-HCl Buffer（pH 7.5）に懸濁し、4 ℃、5500 rpm、10 分間遠心し、

上澄みを回収した。更に、上澄みをエッペンチューブに分注し、4 ℃、15000 rpm、20 分

間遠心し、上澄みを回収した。回収した上澄みを 0.45 μm フィルターろ過し、4 倍量の

氷冷アセトンを加え、氷上で穏やかによく撹拌した。-80 ℃ で 1 時間静置した後、4 ℃、

10000 rpm、15 分間遠心した後、上澄みを除去し、ドライアップし、50 mM Tris-HCl Buffer

（pH 7.5）500 μl に懸濁した。 

マングローブ培養細胞を約 2 g 回収し、4 ml の 50 mM Tris-HCl Buffer（pH 7.5）に

懸濁し、4 ℃、15000 rpm、20 分間遠心し、上澄みを回収した。回収した上澄みは 0.45 μ

mフィルターろ過をした。 

pET 15b (Novagen) に組み込まれたマングリン（アミノ酸配列  1-256, His 

tag-mangrin）は当研究室で既にクローニングされたものを用いた。His tag-mangrin、及

びその空ベクターである pET 15b のみを大腸菌 BL21（DE3）に導入し、50 μg/ml Amp 

を含む LB 寒天培地で培養を行った。形成されたシングルコロニーを試験管に入った 1.5 

ml LB 液体培地に植菌し、 37 ℃で一晩、前培養を行った。前培養した菌体液 1 ml を 500 

ml 三角フラスコに入った 100 ml LB 液体培地に植菌し、20 ℃で 6 時間タンパク質の発

現誘導を行った。得られた菌体懸濁液を遠心管に移し、4 ℃、5500 rpm、15 分間遠心集

菌を行った。菌体を 1/10 量の 50 mM Tris-HCl Buffer（pH 7.5）に懸濁し、超音波破砕

機（ultrasonic dicruptor UD-210, TOMY）を用いて、OUT PUT 5、DUTY 0.7、1 分間の

条件で破砕した。破砕液を遠心管に移し、を 4 ℃、5500 rpm、20 分間遠心し、上澄みを

回収した。 

 それぞれのサンプルの濃度の測定には BCA 法で測定した。各レーンのタンパク質量を

タバコが 150 μg、マングローブ培養細胞が 5 μg 大腸菌が 1 μg になるように調整し、

ラージゲルを用い、4 ℃、10 mA、12 時間で電気泳動（15 % SDS-PAGE）した。 

 電気泳動後、アクリルアミドゲルを切り、WBT buffer （Appendix）に 15 分浸した後、

ゲルホルダーの陰極側から順番に、WBT buffer に浸したスポンジ、 3 MM 濾紙 3 枚、

ポリアクリルアミドゲル、PVDF transfer membrane（Amersham pharmacia）、WBT 

buffer に浸した 3 MM 濾紙 3 枚、スポンジ、の順に重ねた。陽極側のゲルホルダーをか

ぶせた後、バッファートランスファー装置（BIO CRAFT）にセットし、4 ℃、20 V で電

圧を 12 時間かけブロッティングした。nitrocellulose membrane を剥がして TBS-TS 

buffer (Appendix) に入れ、1 時間洗浄し、洗浄液を替え、15 分間ずつ 2 回洗浄した。次

に、タンパク面を上にしてプラスチックケースに移し、TBS-block buffer (Appendix) を入

れて 4 ℃で一晩静置した。Buffer を TBS-anti buffer (Appendix) に替え、nitrocellulose 

membrane のタンパク質面を下にして、20 分間洗浄した後、buffer を一次抗体（500 倍

希釈）の入った TBS-anti buffer に替え、室温、30 strokes/min で 2 時間反応を行った。

反応後、TBS-TS buffer に入れ、20 分間ずつ、3 回洗浄した。タンパク面を下にしてプラ

96



 

スチックケース移し、TBS-anti buffer を入れ、30 分間ずつ、2 回洗浄した。次に buffer 

を、50000 倍に TBS-anti buffer で 50000 倍に希釈した二次抗体（antirabbit IgG, 

peroxidase labeled anti species antibodies, Amersham pharmacia）に替え、室温、30 

strokes/min で 2 時間反応を行った。反応後、TBS-TS buffer に入れ、20 分間ずつ、3 回

洗浄した。洗浄は全て室温、30 strokes/min の条件で行った。 

 洗浄した membrane に SuperSignal® West Femto Maximum Sensitivity Substrate 

(PERCE) をかけ、5 分間静置した後、Image Master - CL（Amersham pharmacia）を用

い 1 分毎 20 分間露光した。検出されたバンドの分子量の計算には ImageMaster 

TotalLab（Amersham pharmacia）を用いた。 

 

２－２ マングリンを導入した形質転換ユーカリにおけるマングリン mRNA 抽出 

２－２－１ real time RT-PCR による発現量の比較 

（a） mRNA 抽出法 

日本製紙株式会社で作成された形質転換ユーカリ (Eucalyptus camaldulensis)の葉を約 

200 mg 取り、マルチビーズショッカー（YASUI KIKAI）を用いて植物がパウダー状にな

るまで破砕を行った。破砕した植物体をエッペンチューブに移し、RNeasy Plant Midi Kit 

(QIAGEN) を用いてマニュアルに従って RNA を抽出した。このうち 20 μg を使い、

M-MLV Reverse Transcriptase（invitrogen™）を用いて cDNA の合成を行った。RNA 5

μl、dNTP mixture 1μl、Oligo(dT)12-18Primer 0.5μl、5×First-stand Buffer 2 μl、0.1 M 

DTT 1μl、M-MLV Reverse Tramscriptase (200 U/μl) 0.5 μl を加え、total 10 μl にし、

軽く攪拌し、42 ℃で 1 時間 cDNA 合成を行った。その後、濃度を 100 ng/μl に合わせ、

real time RT-PCR の template とした。 

（b） プライマーの決定 

mangrin の forward primer を 5 通り、reverse primer を 5 通り設計し、25 通りの

組み合わせの中から WT で検出されず、template を入れない状態において生成物が確認

されない、かつ生成物が単一の目的産物である組み合わせの primer を選んだ。また、

reference として、tubulin 遺伝子の primer を用いた。tubulin 遺伝子の primer では 

template を入れない状態において生成物が確認されず、生成物が単一であるかどうかを確

認した。 

（c） Real time RT-PCR 

 (b) で選んだプライマーを用いて real time RT-PCR を行った。各サンプルを SYBR® 

Premix Ex Taq™  (TaKaRa)  10 μl、PCR Forward Primer  2.5 μl、PCR Reverse 

Primer  2.5 μl、template  3 μl、滅菌水 2 μl になるように調整した。反応は 95 ℃ 

3 分間の後、95 ℃ 30 秒、58 ℃ 30 秒、72 ℃ 30 秒を 30 cycle 行った。Melting curve 

は 60 ℃ から 90 ℃ までの温度を 0.5 ℃ 間隔で 5 秒間ずつ測定した。定量に用いる

検量線は pBluescript SK に組み込んだ mangrin cDNA と tubulin を PCR で増幅さ
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せた PCR 断片を template として希釈系列を用い、検量線を作成した。mangrin の検

量線は 10-8, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13 の希釈系列を作成し、tubulin の検量線は 10-7, 10-8, 

10-9, 10-10, 10-11 の希釈系列を作成し、この検量線から PCR 産物の増幅効率を求めた。

解析は Opticon2® version 3.1 リアルタイム PCR 解析システム（BioRad）を用いて行

った。 

 

３． 結果及び考察 

 

３－１ Ｔ2 世代のマングリンを導入した形質転換タバコのストレス耐性評価 

 

３－１－１ マングリン形質転換タバコの Ｔ2 世代の作出 

マングリン Ｔ1 世代の種子の抗生物質耐性率を調べた。M3 を除く全てのラインの抗生

物質耐性率が 75 % に近いことから M3 以外はシングルコピーであることがわかった。そ

の後、各ラインの抗生物質耐性株を土に植え替え、T２世代の種子を回収し、抗生物質を含

む MS 培地に播種し、抗生物質耐性率が 100 % であるホモ個体の株確認した。 

 

３－１－２  マングリン導入形質転換タバコの生育比較  

（a） 水道水のみで育てた植物体の評価 

マングリンを導入した形質転換タバコの Ｔ2 世代のホモ個体、及びコントロールとして

野生株を直接土に播種し、水を与えて 3 ヶ月間生育させた。播種 2 ヶ月後から野生株に

比べ、形質転換体でははるかに大きな生育が観察された（Fig. 3-２）。従って、マングリン

はある程度大きくなった個体に対し生育を促進する機能があるのではないかと考えられる。 

（b） 200 mM の塩ストレスを与え続けた植物体の評価 

マングリンを導入した形質転換タバコの Ｔ2 世代のホモ個体、及びコントロールとして

野生株を直接土に播種し、水を与えて 2 ヶ月間生育させた。この時点でほぼ同じ大きさの

形質転換体と野生株に塩ストレスとして 200mM の NaCl を 1 日置きに与えて育てた。塩

水を与えてから、約 1 ヶ月後、WT に比べてマングリン導入形質転換体では葉が大きくな

り、緑色が濃くなった（Fig. 3-3）。 

（c） 300 mM の塩ストレスを一週間与えた植物体の評価 

マングリンを導入した形質転換タバコの Ｔ2 世代のホモ個体、及びコントロールとして

野生株を直接土に播種し、水を与えて 2 ヶ月間生育させた。この時点でほぼ同じ大きさの

形質転換体と野生株に塩ストレスとして 300mM の NaCl を 1 週間与えて育てた。その後、

塩を含まない水道水を 4 週間与え、成長を観察した。その結果、ストレスを与えている 1 

週間は形質転換体、野生株、共に生育が抑制されたが、塩を含まない水を与え始めてから、

コントロールと比較して形質転換体は優位な成長が観察された (Fig.3-4) 。 
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３－１－３ 塩ストレス下での光合成量子収率の評価 

３－２－２ で得られた形質転換、及び野生株での光合成量子収率を測定した。水のみで

育てた形質転換体と野生株の間には光合成活性の差は見られなかった。一方、塩ストレス

を与えた場合は、野生株に比べ形質転換体の光合成量子収率の低下が抑制されていた(Fig. 

3-5) 。 

 

３－１－４ real time RT-PCR による発現量の比較 

（a） プライマーの決定 

設計した mangrin primer の中で、 real time RT-PCR において WT で検出されず、

template を入れない状態において生成物が確認されない、かつ生成物が単一である組み合

わせとして、forward primer は 567 F、reverse primer は 868 R を選抜した。 

567 F  （ 5’ －ACCTACGAGGACACGCACCTTG－3’） 

870 R  （ 5’ －TTGTGCAACTGTAAGCTAACTC－3’ ） 

actin 遺伝子は real time RT-PCR において、template を入れない状態において生成物が

確認されず、生成物が単一であることを確認した。 

actin9 (Tac9) Nt-Act2A ( 5’ －CTATTCTCCGCTTTGGACTTGGCA－3’  ) 

actin9 (Tac9) Nt-Act2B ( 5’ －AGGACCTCAGGACAACGGAAACG－3’  ) 

（b） 発現量の比較 

マングリン形質転換タバコの各ラインの発現量を比較した。最も発現量が低かった M10 

を基準として相対的に評価した結果、M7, M8, M9 はほとんど同じ発現量であるのに対し、

M1 は約 5000 倍、M3 は約 50 倍、M5 が 350 倍であり、高い発現量であることがわ

かった。（Table 3-１）。 

 

３－１－５ ウエスタンブロッティングによる発現解析 

マングリンを発現した大腸菌では、24～25 kDa のバンドと 36～37 kDa のバンドが確

認された。マングローブ培養細胞では抗体 2 において強いバンドが 22 kDa に検出された。

抗体 1 においても同サイズのバンドが検出された。形質転換タバコでは、WT で検出され

ない、かつ免疫前採血で検出されないバンドを検出することは困難であった。mRNA レベ

ルでは、マングリンは形質転換タバコにおいて発現はしているので、タバコの全タンパク

質量に占めるマングリンの割合が少なかったため、ペプチド抗体では検出することが出来

なかったのではないかと考えられる。マングリンタンパク質をより高感度で検出するため

には、詳細なウエスタンブロッティングの条件検討が必要であると考えられた。 

 

３－２ マングリンを導入した形質転換ユーカリのストレス耐性評価 

 

３－２－１ real time RT-PCR による発現量の比較 
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(a)  プライマーの決定 

設計した mangrin primer の中で、 real time RT-PCR において WT で検出されず、

template を入れない状態において生成物が確認されない、かつ生成物が単一である組み合

わせとして、forward primer は 517 F、reverse primer は 838 R を選択した。 

517 F  （ 5’ －GCTTTTATTTCGGTGGCTATGG－3’） 

838 R  （ 5’ －CCGAACCCCAAAAGGACAA－3’ ） 

tublin 遺伝子は real time RT-PCR において、template を入れない状態において生成物

が確認されず、生成物が単一であることを確認した。 

tublin 442 F ( 5’ －GACATTGAGCGTCCCACGTA－3’ ) 

tublin 525 R  ( 5’ －ATCGAACCTTAGAGAGGCAGTCA－3’ ) 

(b)  発現量の比較 

マングリンを導入した形質転換ユーカリの各ラインの発現量を比較した。最も発現量が

低かった 5 を基準として相対的に評価した結果、11 , 19 , 63 が高発現体であることがわ

かった。（Fig. 3-６）。 

 

４ まとめ 

 

今年度、本研究で得られた成果を以下にまとめる 

� マングリン形質転換タバコは非ストレス下において成長を促進する機能、耐塩性を

強化する機能を有する。 

� マングリン形質転換タバコは塩ストレス下において最大光合成量子収率の低下を抑

制する。 

� 形質転換タバコ、ユーカリにおいてそれぞれマングリン mRNA 量の評価に成功した。 

 

マングリンは大腸菌と同様に形質転換タバコの生育を促進する機能を有することが明ら

かになった。また、光合成量子収率が塩ストレス下でもほとんど影響を受けないこと、マ

ングリンがタンパク質凝集抑制機能を持つことから、マングリンは、細胞内タンパク質の

安定化をもたらし、塩ストレス下での光合成機能等にも何らかの影響を与えている可能性

が考えられた。 

 今後、形質転換タバコ、形質転換ユーカリの発現量を参考に形質転換体がもたらす更な

るストレス耐性の効果、及び機能を調べる必要がある。 
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Fig. 3-1 マングリン cDNA の塩基配列及び Real time RT-PCR primer  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 1 7  F

5 6 7  F

6 8 4  F 7 0 4  F

7 2 9  F

8 3 8  R

8 6 8  R 8 9 0  R

9 0 5  R

9 8 7  R
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Fig. 3-２  水のみを 2 ヶ月間与えたマングリン形質転換体と野生株との生育比較 
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Fig. 3-３  播種 2 ヵ月後から塩ストレスとして 200 mM NaCl を 5 週間与え続けた場合の

マングリン形質転換体（M3 (A) , M6 (B)）と野生株（control）との生育比較。左側の 4 個

体が野生株、右側の 4 個体がマングリン形質転換体を示す。 

 

Ｍ３ Ｍ６ Ｍ７ ＷＴ
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Fig. 3-４  播種 2 ヵ月後に塩ストレスとして 300 mM NaCl を 1 週間与え、その後水に

置換し、水を 4 週間与えて生育させた場合のマングリン形質転換体 M3 (A) ,と野生株

（control）との生育比較。左側の 4 個体が野生株、右側の 4 個体がマングリン形質転換

体を示す。 
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Fig. 3-5  塩ストレスを与えたマングリン形質転換体と野生株（control）の光合成活性の比

較。播種 2 ヵ月後から塩ストレスとして 200 mM NaCl を 5 週間与え続けた場合（Ａ）。

播種 2 ヵ月後に塩ストレスとして 300 mM NaCl を 1 週間与え、その後水に置換し、水

を 4 週間与えて生育させた場合（Ｂ）。水のみで生育させた植物体をコントロールとする。

青が水のみ（コントロール）、赤がストレス条件下を示す。 
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Table 3-１  real time RT-PCR でのマングリン形質転換タバコの各ラインにおける発現量

の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-6 real time RT-PCR でのマン

グリン形質転換ユーカリの各ラインに

おける発現量の比較 
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B-6 耐塩性複合遺伝子の構築とスクリーニング（２） 

 

【目的】 

 マングローブとは、熱帯・亜熱帯の海岸や汽水域に生息する樹木の総称である。このこ

とから、マングローブ植物のもつ遺伝子群は耐塩性植物、特に耐塩性樹木を作出するため

の重要な遺伝子資源になると期待できる。RITE日本製紙分室においては、複合環境ストレ

ス耐性ユーカリ作成の為、マングローブの耐塩性に関与する遺伝子のユーカリへの遺伝子

導入を行っている。 

 東京農工大学小関研究室ではヒルギ科マングローブの一種である Bruguiera sexangula 

の耐塩性機構の解明とその応用を目的とし、大腸菌の遺伝子発現系を利用したスクリーニ

ング法で耐塩性関連遺伝子の探索を進めてきた。その結果、新規耐塩性強化因子「マング

リン」の獲得に成功した (Yamada et al. 2002)。マングリンはジャスモン酸合成系酵素の

一種である allene oxide cyclase (AOC) と高い相同性を有するものの、N末端の約 80 ア

ミノ酸からなる配列が、他のAOCの配列と大きく異なる (Yamada et al. 2002)。また、こ

の短い領域のみでも大腸菌の耐塩性を強化する機能を有することも既に明らかになってお

り、マングリン機能領域とした。東京農工大においては遺伝子発現の高い組換えタバコを

作成し、その耐塩性を確認している。 

 ＲＩＴＥ日本製紙分室においては、本年度は、マングリン遺伝子を導入した組換えユー

カリの増殖、耐塩性の一次スクリーニング、DNA分析、閉鎖系温室への馴化を目的として実

験を行った。 

【結果】 

(A) ユーカリへのマングリン遺伝子の導入 

 マングリン発現ベクターとして、β-glucuronidase (GUS) 遺伝子とカナマイシン耐性遺

伝子を有する植物発現ベクターを用いた。マングリン発現用プロモーターとして、ユーカ

リで発現を確認したウィルス由来のプロモーターMC8及び、35S cauliflower mosaic virus 
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promoter (35S CaMV プロモーター) に各種エンハンサー配列 (Matsuhara et al. 1996) を

組み込んだプロモーターの２種を用いた。また、マングリン遺伝子としては、マングリン

全長 cDNA、マングリン機能領域 cDNA の 2 つを用いた。以上の４種類のベクターをアグ

ロバクテリウムEHA105株に導入し、遺伝子導入に用いた。ユーカリ・カマルドレンシス種

子を用いた遺伝子導入方法を図１に示す。昨年度までに分析が終了した系統を引き続き増

殖すると共に、本年度新たに組換え体であることが確認された系統についても、加えて実

験をおこなった。 

(B) 耐塩性系統の一次スクリーニング 

 4 種類のベクターを導入した組換えユーカリについて、各 30 系統をカマルドレンシス発

根培地（改変 MS 培地、シュークロース 10g/l、寒天 8.5g/l、IBA0.05mg/l、セフォタキシ

ム 100mg/l）で増殖し、耐塩性試験の材料とした。上記合計 120系統について各系統ごとに

図１．ユーカリ・カマルドレンシスへのマングリン遺伝子の導入方法 
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頂芽１０本を調整して、200ｍM の塩化ナトリウム（海水の 3 分の 1強）を添加したカマル

ドレンシス発根培地に移植した。また、MC8プロモーターを使用した全長のマングリン遺伝

子に関しては多くの組換え体が作成できたため、さらに新たな 14 系統について同様の実験

を行った。1ヶ月後に同様の培地に移植し、実験開始から 2ヶ月後までに発根が認められた

系統を耐性系統として選定した。結果を表に示す。合計で 54 系統の組換え体について、培

地での耐性が認められたため、その後の実験に使用した。 

 

    表１ 耐塩性系統のスクリーニング結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図２．培地での耐塩性試験 

 

 

ベクター      試験系統数      耐性系統数 

MG35Full      30       6 

MG35Core      30       7 

MC8Full      44      28 

MC8Core      30   13

左・組換え体 右・非組換え体 

NaCl 200mM添加培地
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（C）ユーカリ組換え体のサザンハイブリダイゼーション 

無菌的に生育させた形質転換体と非形質転換体の葉から、CTAB 法によりゲノム DNA を

抽出し、サザンハイブリダイゼーションを行った。ゲノム DNA は制限酵素 XbaⅠで切断し、

0.8％アガロースで電気泳動した。プローブには DIG ラベルしたマングリン Core 遺伝子を

用い、化学発光による検出を行った。図に示すように、非形質転換体ではバンドは検出さ

れず、形質転換体には導入遺伝子が１から１０コピー程度で安定に組み込まれていること

が判明した。 

同一の切片由来の複数の組換え体においては、同一のバンドが観察されるものが多かっ

たが、一部異なったバンドを示す個体もあった。同一のバンドパターンを示したものは、

別系統としてのカウントを行わずに前述の耐性系統数を算出した。 

    

 

  

 

Ｍ：マーカー  Ｐ：プラスミド  Ｎ：非組換え体   

無印：組換え体 

      図３．組換えユーカリのサザンハイブリダイゼーション 

 

P NMM

M N

110



 

（D）組換えユーカリの馴化 

 耐塩性試験で選定された系統について、発砲フェノール樹脂（商品名；オアシス）に挿

し付け、寒天を含まない発根培地で、２５℃、１６時間照射での培養を行った。１ヶ月 

後に発根した苗を、閉鎖系温室内（２５℃、湿度６０％）で馴化した。馴化後2週間の苗の

様子を図４に示す。馴化した苗はさらに栽培を続け、健全に生育することを確認した。２

ヶ月後の苗の状態を図５に示す。馴化後約３ヶ月後に、苗の一部を筑波大学に移送した。

カマルドレンシスは、馴化苗の発根が可能であり、特定網室での耐塩性試験のための苗の

準備のため、これらの馴化苗より挿し穂を採取し、閉鎖系温室内での増殖を開始した。来

年度は、RITE日本製紙分室にて苗の増殖を行い、筑波大学の特定網室にて耐塩性の２次ス

クリーニングを実施する予定である。 

 

     

     図４．馴化２週間後の苗 
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     図５．馴化２ヶ月後の苗 

     

     図６．馴化３ヶ月後に移送した苗 

 

 

【まとめ】 

 複合環境ストレス耐性を付与した遺伝子組換えユーカリ作出の為、マングローブより得

られたマングリン遺伝子を導入したユーカリ・カマルドレンシスを合計で134系統作成した。

200ｍMの塩化ナトリウムを含む発根培地での発根を指標としたスクリーニングにより、54
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系統を選定した。これらの系統は順次閉鎖系温室への馴化を行った。 来年度は、筑波大

学の特定網室において、耐塩性の２次スクリーニングを行う予定である。 
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(2) 目的に照らした達成状況 

 マングリン遺伝子を挿入したベクター４種について、ユーカリ・カマルドレンシスへの

遺伝子導入を行い、目標以上の組換え体を作成することができた。さらに、これらの組換

え体を増殖し、耐塩性を示す54系統を得ることができた。このように、本年度多くの耐性

系統が得られたため、来年度は、これらの候補系統の中から、特に強い耐塩性を示す系統

を特定網室内で選ぶことが可能となった。 
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