
 

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 

 

C-1 森林創生樹木の葉緑体形質転換系の開発 

（ユーカリ族植物における効率的な葉緑体形質転換技術の開発） 

１ 緒言 

組換え植物は外環境への影響に対する懸念から規制されていることが多く、緑化目的で

あっても組み換え植物を用いた植林の大きな障壁となる可能性もある。このような事態を

回避するためには、タバコ、トマトや綿など草本植物で活発に技術開発が行われている葉

緑体工学を、緑化植物に応用することが最も有効な手段の 1 つであると考えられる(参考文

献 1,2,3)。その理由として、１、基本的に葉緑体遺伝子は母性遺伝であるため、導入遺伝

子の花粉を介した外環境への飛散が非常に少ない、２、部位特異的な遺伝子導入が可能で

あるため核形質転換のような遺伝子導入部位による位置効果がないなど、実用植物の機能

改善を行っていくうえでは非常に有用な技術であると考えられる。しかしこの技術は、前

述したように草本植物においては、活発に技術開発が行われているが、ポプラの１例のみ

である（参考文献 4）。 

ユーカリは、高成長性やパルプ特性の高さから、環境植林だけではなく事業植林として

も利用されてきた。また樹種によっては、すでに核形質転換系が確立されており、さらに

ユーカリ属の葉緑体遺伝子は、母性遺伝である。このためユーカリを宿所とした葉緑体形

質転換技術開発は、可能であると考えられる。そして将来的には、この技術を応用した外

環境への遺伝子拡散リスクを小さくした、ストレス耐性ユーカリや高成長性ユーカリ創製

により、未利用な半乾燥地などの大規模植林が可能になると考えられる。この技術開発の

ために、昨年度は、ユーカリ葉緑体形質転換ベクターの構築、早生分枝に対するスペクチ

ノマイシンの濃度を決定した。また、葉緑体形質転換に使用する組織として、無菌培養し

たユーカリ生葉では、表面のワックスコーティングにより、組織が培地になじまず葉緑体

形質転換には不向きであることが明らかとなった。本年度は、昨年度得られた条件を元に、

最適な組織検討として早生分枝を用いて遺伝子導入を試みた。 

 

 

２ 材料と方法 

２．１ ユーカリ早生分枝の継代培養 

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。E. camaldulensis の早生分枝は、茎頂約１cm を切り

取り、B5 基本培地（ショ糖 １%）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、２８℃にて継代培養した。 

 

２．２ 早生分枝を用いた条件検討 
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継代後４週間生育させた早生分枝を前処理培地（B5、NAA 0.02mg/L、ショ糖１％、gelrite 

0.2%）で、２８℃、暗条件で１週間、静置培養した後、茎頂、葉、に切断した。切り取っ

た組織に対して遺伝子銃の撃ち込み圧９００、１１００、１３００ ｐｓｉにて、ユーカリ

葉緑体形質転換ベクターpLD200-eu-GFP の打ち込みを行った（図１）。撃ち込みを行った組

織は、再分化培地（B5、NAA 2mg/L、4-PU 0.2mg/L、ショ糖 3％）にて１週間、暗条件下に

て回転培養を行った。その後、再分化培地（＋スペクチノマイシン２０ µg/L）に移し、メ

リクロン型回転培養装置を用いて回転速度２rpm、２８ ℃にて選抜培養を行った。 

 

 

 

 

 

 

３ 結果 

昨年度の結果から、ユーカリ生葉は、葉表面の強固なワックスコーティングにより、ユ

ーカリ葉緑体形質転換に不向きであることが明らかとなった。そこでユーカリ葉緑体形質

転換に使用する最適な組織の候補として、早生分枝を用いて検討を行った。条件検討は、

早生分枝を再分化能が高い茎頂、葉緑体のコピー数が多い葉、再分化能が高く核形質転換

で用いられる茎の３部位に切断し、撃ち込み圧は、今回、枝なども使用したため９００、

１１００、１３００ ｐｓｉと条件検討を行い、ユーカリ葉緑体形質転換ベクター

pLD200-eu-GFP を各組織に打ち込みを行った。その後、ＧＦＰの蛍光観察および再分化処理

を行い、ユーカリ葉緑体形質転換に最も適した組織の検討を行った。撃ち込みに使用した

組織数を表１に示す。 

 

rbcL accD

pLD200-eu-GFP

aadAカセット GFPPpsbA
Trps16

図１ ユーカリ葉緑体形質転換ベクター pLD200-eu-GFP
aadA カセット: スペクチノマイシン耐性遺伝子、 
PpsbA: タバコ psbA 遺伝子プロモーター、GFP: 緑色蛍光タンパク質、

Trps16: タバコ rps16 遺伝子ターミネーター 
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表１ 条件検討に使用した組織および遺伝子銃の圧力 

900 1100 1300 (psi) GFP発現確認個体数 再分化個体数 

葉 40 40 20 ０ ０ 

茎 80 40 80 ０ ０ 

茎頂 30 30 20 ０ ０ 

 

遺伝子銃にて遺伝子導入を行った後、回復期として、暗条件にて１週間回転培養を行っ

た。また、回復期の間、ＧＦＰの発現を継時観察を行った。しかし、すべての細胞におい

てＧＦＰによる蛍光は観察できなかった（表１）。現在、使用しているプロモーターがタバ

コ psbAプロモーターであり、また、前処理、回復期共に暗条件であるため、ＧＦＰの発現

量や蓄積量が少ないことや遺伝子銃による細胞への影響も考えられる。１週間の回復期の

後、再分化培地（スペクチノマイシン ２０ µg/ml）にて選抜培養を行ったが、６〜９週間

目ですべての細胞が褐変化した。またこの間、すべての組織においてＧＦＰによる蛍光は、

観察されなかった。 

 

４ まとめ 

本年度は、昨年度検討したスペクチノマイシン濃度条件にて、組換え体を容易に観察で

きる GFP遺伝子を利用したユーカリ葉緑体形質転換ベクターpLD200-eu-GFPを実際に早生分

枝に撃ち込みを行い、早生分枝が葉緑体形質転換に適しているかを評価した。しかし早生

分枝の茎頂、葉、枝すべてにおいて、ＧＦＰによる蛍光は観察されなかった。また、撃ち

込み後、スペクチノマイシンによる選抜を行ったが、すべての細胞が褐変化した。これら

の結果から、早生分枝を用いた葉緑体形質転換は、困難であると考えられた。そこで来年

度は、遺伝子導入組織として、苗条原基を用いて葉緑体形質転換を試みる。苗条原基は、

完全に分化した組織ではなく葉緑体数も少ないが、苗化処理を行うことでユーカリ苗に分

化するため、分化能は高いと思われる。またステージを振ることで、緑化した苗条原基（葉

緑体数が多いと考えられる）に対して遺伝子導入することが可能である。 

スペクチノマイシンは、草本植物の葉緑体形質転換効率の良さから、葉緑体形質転換で

最も使われている薬剤であるが、これは核形質転換で使用するハイグロマイシンの様に致

死的に作用しない。このため、葉緑体に遺伝子導入がされていない細胞に対して常に選択

圧をかけることになる。このようなストレス条件下では、非組換え細胞から常にフェノー

ル類が生産されると考えられ、組換えが起きた細胞に対する影響も考えられる。今後の検

討事項として、培養期間の長さ、選抜時の組織のサイズや抗生物質の種類などの再検討も
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行う必要がある。 
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C-2 葉緑体遺伝子組換え技術を用いたラン藻 FBP/SBPase 遺伝子のポプラ葉緑体へ

の導入およびその遺伝子組換え体取得技術開発 

 

要約 

葉緑体形質転換法は導入遺伝子の水平移動の懸念が少ないため、環境に対してよ

り安全な次世代技術と位置づけられている。そこで我々は樹木であるポプラの葉緑体形質

転換に取組み、ポプラ葉緑体ゲノムへ外来遺伝子を導入した葉緑体形質転換ポプラの作出

に成功した。またタバコにおいてラン藻の FBP/SBPase を葉緑体に蓄積することにより光合

成活性と成長量が上昇することが報告されている。そこで光合成活性の高い樹木の作出を

目指してラン藻の FBP/SBPase 遺伝子を葉緑体ゲノムに挿入する形質転換用ベクターを構築

し、ポプラを材料として葉緑体形質転換を行った。処理した葉 20枚を選択マーカー（aadA）

に対応する抗生物質スペクチノマイシンを含むカルス誘導選択培地で培養したところ、白

色化する葉の中からスペクチノマイシン耐性を示す緑色のカルス 100 株以上が得られた。

これらのカルスのうち 24 株からゲノムを抽出して PCR による分析を行った結果、16 株で

FBP/SBPase 遺伝子が検出され、そのなかの 4 株で再生植物個体が得られた。再生植物個体

で目的遺伝子の導入と FBP/SBPaseタンパク質の蓄積を確認した。 

 

 

Summary 

 Here we report a success of a plastid transformation in a poplar to introduce a 

cyanobacterial fbp-I (fructose-1,6-/sedoheptulose-1,7-bisphosphatase; FBP/SBPase) gene. Plastid 

transformation was performed with poplar leaves by particle bombardment using a chloroplast 

transforming vector pCB1FBP. The vector carries coding sequences of a aadA (spectinomycin 

resistance) and a fbp-I genes are driven by tobacco chloroplast promoter. Two poplar chloroplast 

genome sequences of rbcL and accD genes were used for homologous recombination. From the 20 

bombarded leaves, over 100 spectinomycin resistant green calli were obtained on selection medium 

while most of the rest became bleached. PCR analysis of genomes from 24 calli showed integration 

of foreign genes in 16 out of the 24 lines calli. Shoots were regenerated from 4 out of the 24 calli. 

The genomic DNA was isolated from regenerated leaves and analyzed by PCR. PCR analysis 

confirmed that the presence of aadA and fbp-I genes were integrated into the inter region between 

rbcL and accD genes of the poplar plastid genome. The western analysis of the soluble extraction of 

the leaves confirmed that FBP/SBPase proteins were accumulated. These results showed successive 

integration of foreign genes into poplar chloroplast genome and accumulation of the FBP/SBPase. 
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緒言 

本研究の目的 

大気中の CO2削減には、植物の持つ光合成能力の強化がもっとも直接

的な手法である。このためには光合成の場である葉緑体の機能改変、いわゆる

葉緑体工学が次世代技術として必須と考えられる。遺伝子導入法の点から葉緑

体工学の可能性を考えるとき、大きく分けて 2 通りの方法が考えられる。すな

わち、目的遺伝子のタンパク質が葉緑体移行シグナルを持つようにしたうえで、

植物の核ゲノムに遺伝子導入して目的遺伝子産物のタンパク質が葉緑体に蓄積

するようにする方法。もう一つは、葉緑体ゲノムに直接遺伝子導入して遺伝子

発現させてタンパクを蓄積させる方法の 2 通りである。核への遺伝子導入は後

述するように導入外来遺伝子拡散の危険や、発現量が不安定などの欠点がある。

これら欠点を補えるのが葉緑体形質転換である。以降、次世代技術としての葉

緑体工学とは葉緑体形質転換による葉緑体ゲノムへの遺伝子導入を伴うものと

定義する。 

葉緑体ゲノムは多くの植物で母性遺伝するため、従来の核への遺伝子

導入で絶えず問題となる花粉を介した導入遺伝子の環境への飛散を考慮する必

要がない。このため、葉緑体形質転換技術は、組換え植物の実用化上有効な次

世代技術である。RITE植物研究グループではこの葉緑体工学のための要素技術

である葉緑体形質転換に樹木であるポプラを用いて成功している。 

そこで本研究は、ポプラの CO2固定能を従来の２倍程度に引き上げる（CO2吸収

源の拡大）ことを目標とした。具体的には 2001 年に近畿大学の Miyagawa らがラン藻の

FBP/SBPase をコードする遺伝子(fbp-I)をタバコの核に葉緑体への移行シグナルをつけて導

入することによって、タバコの光合成活性と成長量が増えることが観察されたとの報告し

た（Miyagawa et al 2001）。そこで本研究ではラン藻の fbp-I 遺伝子をポプラ葉緑体ゲノムに

導入し、ポプラにおいてその効果を検証することとした。 

 

植物の形質転換 

 植物への遺伝子導入は最初に核ゲノムへの導入が成功し、多くの成功例が報告さ

れてきた。導入法としてはアグロバクテリウムを利用した方法が広く使われ、他にエレク

トロポレーション法・PEG 法・パーティクルガン法など様々な方法が開発されてきた。特

定の除草剤への耐性や、虫に対する毒素を発現さることによって虫に耐性を持ったダイ
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ズ・トウモロコシ・ワタなどの植物についてはすでにアメリカを中心として実用化され栽

培されている。しかし、核への遺伝子導入の場合、導入遺伝子が農地周辺に生える近縁種

との交配によって自然界に広がる危険性が指摘されている。また多くの場合遺伝子導入の

際の選抜マーカーとして抗生物質耐性遺伝子を使っているが、これが微生物由来で本来植

物が持たない遺伝子であることからそのタンパク質が未知の危険を持つ可能性も指摘され

ている。 

 

葉緑体形質転換の利点 

 従来広く使われてきた核ゲノムへの遺伝子導入では、花粉を介して導入遺伝子が

周辺植物に移り、生態系に影響を及ぼす可能性があることが問題となってきた。これに対

して葉緑体ゲノムは多くの双子葉植物で母性遺伝するため、葉緑体ゲノムに導入された導

入遺伝子が花粉によって周辺環境に拡がる心配がない。実際に薬剤耐性遺伝子を導入した

葉緑体形質転換タバコに対して非形質転換体の花粉を交配させたときにはその種子は薬剤

耐性を示す。しかし形質転換植物体を花粉親として非形質転換体と交配した交配種子は薬

剤耐性を示さないことが報告されている (Svab Z. and Maliga P. 1993)。また従来の核への遺

伝子導入では遺伝子の核ゲノム上の挿入位置が制御できないため導入遺伝子の発現量がそ

の挿入位置によって変化するポジションエフェクトが知られている。このため多くの遺伝

子導入植物体を作出してその中から目的の遺伝子発現量を示す植物体を選抜する必要があ

った。しかし、葉緑体への遺伝子導入は相同組替えによるため挿入位置が一定であり導入

遺伝子の発現量などが個体間でバラつくことがない。また、細胞の状態にもよるが、葉緑

体ゲノムは 1 細胞あたり最大で 10000 コピー存在するとされており、導入した遺伝子の大

量発現が期待できる。BtCry2Aa2タンパク遺伝子を葉緑体形質転換によりタバコ葉緑体ゲノ

ムに導入することにより核へ導入したときに比べて 20〜30倍量のタンパク質を蓄積され植

物に耐虫性を付与することに成功したという報告がある (Kota M. et al 1999)。また、当研究

室でタバコ葉緑体に GFP 遺伝子を発現させたときにネガティブな効果無しに、200mg/ml の

タンパク質を蓄積することに成功している。 

 

葉緑体形質転換の歴史 

高等植物の葉緑体形質転換については 1990 年にタバコを用いた報告がある 

(Svab et al 1990)。このときは、形質転換体の選抜培地に抗生物質を入れて、変異により抗生

物質耐性となったリボソーマル RNA 遺伝子を導入することにより遺伝子組換え個体を選抜

した。その後、形質転換効率を上げるためにバクテリアから単離した抗生物質耐性遺伝子
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である aadA遺伝子を利用して効率を上げた報告が 1993年にあった (Svab and Maliga 1993)。

さらに、1994 年には耐性遺伝子と共に目的遺伝子を導入できるベクターが報告されている 

(Zoubenko et al 1994)。葉緑体形質転換技術の大きな特徴は相同組換えによってゲノムに目的

遺伝子が導入できることである。このため遺伝子の挿入位置を任意に決めることが出来る。

任意の位置に導入できるという点を生かして、特定の遺伝子を破壊してその機能を解析す

る逆遺伝学にも利用された。例えば、Shikanai らは ndhB 遺伝子を相同組換えで破壊してこ

の遺伝子の機能解明を行った結果を報告している (Shikanai et al 1998)。また相同組み換えに

よって組み替え部分の遺伝子配列に変異を導入して変異導入蛋白の効果を見ることが出来

る (Whitney et al 1999)。葉緑体ゲノムにコードされているリブロース 1,5-ビスリン酸カルボ

キシラーゼ／オキシゲナーゼ (RuBisCO) ラージサブユニットの遺伝子に変異が入って光

合成が出来なくなった植物体に、相同組換えで変異の入っていない配列に置き換えたとこ

ろ機能が回復したという報告もある (Tomizawa et al 1998)。ただし葉緑体形質転換技術はし

ばらくの間タバコでの成功例しかなくこれらの研究は、あくまでもタバコを材料として進

められていた。しかし、1998 年に高等植物で初めて全ゲノム配列が明らかにされたモデル

植物シロイヌナズナでの葉緑体形質転換の成功例が報告された (Sikdar et al 1998)。さらに

1999 年には穀物のジャガイモ (Sidorov et al 1999) とイネ (Khan and Maliga 1999) で、2001

年には野菜のトマト (Ruf et al 2001) で、2003年には食用油の原料となるアブラナ (Hou et al 

2003, Skarjinskaia et al 2003) で、2004 年には根野菜のニンジン (Kumar et al 2004) でそれぞ

れ葉緑体形質転換に成功したという報告があり、形質転換可能な高等植物は増え続けてい

る。さらに以上の草本類だけでなく木本類についても当研究室でポプラを用いて葉緑体形

質転換に成功した (Okumura et al 2006)。 

また形質転換植物体では微生物由来の選抜マーカー遺伝子が残ることが問題視

されることもある。このため、選択マーカーが一過的に発現し最後に得られる植物体には

選抜用の微生物由来遺伝子が残らない方法も報告されている (Klaus et al 2004)。さらには微

生物由来の遺伝子導入そのものを避けるために、選択マーカー遺伝子として植物（ホウレ

ンソウ）由来の遺伝子を用いる系も報告されている (Daniell et al 2001)。 

 

樹木遺伝子導入の現状 

 葉緑体形質転換の技術を開発するときに、核であれ遺伝子導入に成功していると

その導入系を応用することで葉緑体形質転換技術が開発しやすくなることが予想される。

現時点で樹木の中で核への遺伝子導入に成功したとの報告があるのは日本製紙、京都大学

木質材料研究所などから報告のあるポプラをはじめ、王子製紙から報告のあるユーカリ、
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奈良先端科学技術大学院大学ではコーヒー、森林総合研究所ではスギ、ニセアカシアなど

の報告がある。このなかでもポプラはアメリカエネルギー省を中心とした国際コンソーシ

アムにより樹木として初めて全ゲノムを決定するプロジェクトが進行中であり、インター

ネット上でドラフトシーケンスが得られるようになっている。全ゲノムシーケンスが決定

されるとタンパク質を質量分析機によって同定できる確立が高くなりプロテオミクス研究

が可能となる。これによって葉緑体工学への道が大きく開けてくると思われる。 

本プロジェクトでは植林に使われている有用樹木であるポプラを材料としてラ

ン藻の fbp-I 遺伝子を葉緑体ゲノムに導入した植物体を作出した。 

 

 

材料と方法 

植物材料と培地 

ギンドロ（Poulus alba）の無菌苗は京都大学生存圏研究所の林助教授より分与し

て頂いた。形質転換に用いた植物体は林教授より分与頂いた苗を 3% Sucrose を含む MSGV

培地で無菌的に植え継いだ植物個体を用いた。 

MSGV培地は Murashige and Skoog basal medium with Gamborg’s Vitamins (Sigma)を

用いて調製した。1 リットルあたり前記粉末を 4.4g、Sucrose 30g、Myo-inositol 0.1g を入れ、

0.5N KOH で pH 5.7 にあわせた。ゲル化剤としてはゲランガムを 0.2%濃度または寒天を 1%

濃度で用いた。 

カルス誘導選抜培地は MSGV 培地に 4PU (N-(2 - chloro - 4 - pyridyl) - N'- 

phenylurea) を最終濃度 0.1µM、スペクチノマイシンを最終濃度 30mg/l となるように加え、

ゲランガム 0.2%でゲル化した培地を使用した。シュート誘導選抜培地は MSGV培地に 4PU 

(N-(2 - chloro - 4 - pyridyl) - N'- phenylurea) を最終濃度 0.1µM、スペクチノマイシンを最終濃

度 30mg/l となるように加え、寒天 1%でゲル化した培地を使用した。発根培地は MSGV培

地に IBA ( Indole – 3- butyric acid )を最終濃度 1µM、スペクチノマイシンを最終濃度 30mg/l

となるように加え、ゲランガム 0.2%でゲル化した培地を使用した。 

 

プラスミドの構築 

 タバコに fbp-I 遺伝子を導入するのに用いた pLD6FBP を制限酵素 NotI, SalI で消化

して、aadA, fbp-I両遺伝子を含む発現カセット断片を取り出し、ポプラ葉緑体形質転換の基

本ベクターである pCB1 に組み込んだ。得られたプラスミドの概略図を図 1 に示す。 
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図 1 形質転換に用いたpCB1FBPプラスミドの概略図 Prrn, Tpsb, PpsbTrpsはそれぞれタバコの

プロモーター・ターミネータ配列 

 

パーティクルガンによるポプラ葉緑体形質転換 

金粒子は 0.6Micron Gold 250μg をエタノールでチューブに移し、12ml にした。

これをよく撹拌しながら 1.5ml チューブに 110μl ずつ分注後、15000rpm で 10 秒遠心分離し

て上清を捨てた。これを 1ml 滅菌水で洗い、15000rpm で 1 分遠心して、上清を 800μl 捨て、

vortex で金粒子を懸濁したものを－24℃で保存した。 

保存していた金粒子を解凍後 vortex で金粒子を懸濁した。この液を 10000rpm で 3

分遠心分離して上清を捨てた。滅菌水 230μl を加え、vortex で完全に懸濁させた。2.5M CaCl2 

250μl、1μg/μl Plasmid 25μl、0.1M Spermidine 50μl を順次加えて加えるたびに vortex で

懸濁した。この液を 1 分ごとに vortex をかけて 10 分間氷上に置いた。さらに 10000rpm で 1

分遠心して上清を捨てた。500μl エタノールを加えて vortex で懸濁後 10000rpm で 1 分間遠

心するのを 2 度繰り返した後、エタノールを捨て 60μl のエタノールに懸濁した。この液を

5.4μl/shot で用いた。 

無菌栽培したポプラの葉を抗生物質を含まない再分化培地におき、1 日間培養し

た。その後、Bio-Rad 社の PDS-1000型パーティクルガンを用いて 900psi の圧力で金粒子を

打ち込んだ。このあとさらに 2 日間培養してから葉を切り刻みカルス誘導選抜培地上で選

抜した。なお、このカルス選抜に用いた培地は 2 週間に一度交換した。抗生物質耐性を示

したカルスはシュート誘導選抜培地に移しシュートの再分化を促した。この培地は 1 ヶ月

に一度交換した。再分化した植物体はアグリポットの抗生物質入りのゲランガムをゲル化
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剤とした発根培地に移した。 

 

PCR によるポプラ葉緑体形質転換体の解析 

カルスまたは再分化したシュートの葉を採取し、チューブ内で常温で破砕した。

破砕したサンプルに DNA 抽出バッファー(200mM Tris-HCl(pH 7.5), 250mM NaCl, 25mM 

EDTA, 0.5% SDS) 400µlを加えてVoltexにより混ぜた。15,000 rpmで 1分間遠心し、上清 300µl

を新しいチューブに移し、イソプロバノ−ル300µlを加えて室温で2分間静置した。15,000 rpm

で 5 分間遠心して上清を取り除いて沈殿した DNA を乾燥させた。抽出した DNA を 100µl

の TE溶液に溶かして PCR 反応の鋳型とした。PCR に使ったプライマーの配列は表 1 に示

す。 

 

形質転換ポプラのタンパク質の解析 

葉をタンパク質抽出バッファー（PBS + Protease inhibitor）の入ったチューブ中で

破砕した。これを 15000rpm で 10 分間遠心してその上清を可溶性画分とした。これを

SDS-PAGE 法によりタンパク質サイズに従って分離した。タンパク質の確認にはこのゲルを

クマシー染色することにより行った。ウェスタン分析のためには染色していないゲルから

PVDF 膜にタンパク質を転写して抗 FBP/SBPase抗体を用いて目的タンパク質の検出を行っ

た。 

 

表 1 PCR 分析に用いたプライマーリスト  

 

name sequence     description 

 

aadAF 5'-ATGGCTCGTGAAGCGGTTAT-3'  aadA gene specific forward 

aadAR 5'-TTATTTGCCAACTACCTTAG-3'   aadA gene specific reverse 

fbpF 5'-CGGATGAACCAAGTGGAAAT-3'  fbp gene specific forward 

fbpR 5'- GGAGGCTAACCGTTTTGACA-3'  fbp gene specific reverse 

CP1F 5'-TGTGAAGTATGGAAGGAGA-3'  located in the coding region 

of poplar plastid rbcL gene 

present in both wild type 

and plasmid 

CP1R 5'-AAGCATCTAATCCAATCAC-3'  located in the coding region 
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of poplar plastid accD gene 

present in both wild type 

and plasmid 

 

 

 

結果と考察 

ポプラの葉緑体形質転換 

葉緑体形質転換植物体の作出 
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 パーティクルガンで遺伝子打ち込み後、葉を切り刻み選択培地に置いたところ、6

週間目頃から抗生物質耐性を示す緑色カルスが得られた。以後抗生物質耐性を示すカルス

は培養を続けると新たに得られるが、以前の実験により遺伝子導入されたカルスが得られ

なくなる 10 週目の時点で選抜培養を終了した。得られたカルスをゲル化剤を寒天としたシ

ュート誘導選抜培地に移して培養を続け、カルスから生じたシュートを発根培地に移した。

さらに一部を鉢上げして生育をさせた。鉢上げした植物の写真を図 2 に示す。現在のとこ

ろ顕著な差は観察されていない。詳細な解析は来年度行う予定である。 

図 2 鉢上げした遺伝子導入ポプラ 右が目的の遺伝子を導入した植物。左は別の遺伝子を導入

した植物。 
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葉緑体形質転換ポプラの PCR による解析 

 得られた抗生物質耐性のカルスからゲノムDNAを抽出してPCRの鋳型とした。

fbp-Iを検出した結果を図3に示す。調べた24株のカルス中、16株のカルスについて遺伝子が

導入されていると思われた。さらにシュート誘導選抜培地で培養を続けて、得られた独立

した4株のシュートについてゲノムDNAを抽出してPCRによって遺伝子が導入されている

ことを確認した（図4）。 CP1のプライマーの組み合わせによって葉緑体中のゲノムで組換

えられたゲノム（長いバンドが生じる）と非組替えのゲノム（短いバンドが生じる）の量

比が推測できる。得られたシュートでは非組換えゲノムに相当する590bpのバンドが見られ

ないことから組換え葉緑体ゲノムの比率が非常に高いと思われる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 カルスから抽出したゲノムの PCR による分析 FBP/SBPase 遺伝子特異的なプライマーを

用いた。バンドが出ている株が遺伝子導入されていることを示す。 
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図 4 シュートから抽出したゲノムの PCR による分析 aadA, FBP/SBPase 特異的プライマーを

用いた結果(aadA, FBP の各レーン)と、遺伝子導入サイトの両側を増やすプライマー（CP1 のレ

ーン）を用いた結果を示す。 
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葉緑体形質転換ポプラのタンパク質の解析 

 得られた形質転換ポプラ再生植物個体の可溶性画分のSDS-PAGEのクマシー染色

と抗FBP/SBPase抗体を用いたWestern分析の結果を図5に示す。スペクチノマイシンを含む培

地で栽培した再生個体からタンパク質を抽出しているが野生型のバンドと比較してバンド

の顕著な増減が見られないことからスペクチノマイシンを培地に加えることによって主な

タンパク質の発現に変化はないと考えられる。遺伝子組換え植物体では野生型植物に比べ

てクマシー染色では顕著な差が見られなかった。しかし、Western分析により遺伝子組換え

ポプラにのみバンドが確認できたことからポプラにおいてラン藻FBP/SBPaseタンパク質が

蓄積していることが確認できた。 

 

図 5 植物体の可溶性タンパク質を SDS-PAGE 後クマシー染色と Western 分析の結果 W は野

生型、番号はそれぞれ独立の遺伝子組換え植物 
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まとめ 

 地球温暖化を防止するためには固定した二酸化炭素を長期間にわたって保持し続

ける樹木を地球上に増やすことが非常に重要である。遺伝子操作による樹木への環境耐性

能の付与を考えるとき、花粉による導入遺伝子の拡散を憂慮する必要のない葉緑体形質転

換技術は有望な技術と考えられる。 

 ポプラ葉緑体形質転換技術を基盤技術として活用し、光合成速度の上昇したポプ

ラの作出を目指し、ラン藻 FBP/SBPase 遺伝子導入ポプラを作出した。遺伝子導入効果につ

いては来年度評価する予定である。 

 

 

参考文献 

Daniell H., Muthukumar B. and Lee S. B. : Marker free transgenic plants : engineering the 

chloroplast genome without the use of antibiotic selection. (2001) Curr. Genet. 39. 109-116 

 

Hou B. -K., Zhou Y.  -H., Wan L. -H., Zhang Z. - L., Shen G. -F., Chen Z. - H. and Hu Z. -M. : 

Chloroplast transformation in oilseed rape. (2003) Transgenic Res. 12, 111 - 114 

 

Khan M. S., and Maliga P. : Fluorescent antibiotic resistance marker for tracking plastid 

transformation in higher plants. (1999) Nature Biotech. 17. 910 - 915 

( rice and tobacco) 

 

Klaus S. M. J., Huang F. - C., Golds T. J. and Koop H. - U. : Generation of marker-free plastid 

transformants using transiently cointegrated selection gene. (2004) Nature Biotech. 22. 225 - 2295  

 

Kota M., Daniell H., Varma S., Garczynski S. F., Gould F. and Moar W. J. : Overexpression of the 

Bacillus thuringiensis (Bt) Cry2Aa2 protein in chloroplasts confers resistance to plants against 

susceptible and Bt-resistant insects. (1999) Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 96, 1840 - 1845 

 

Kumar S., Dhingra A., and Daniell H. : Plastid-Expressed Betaine Aldehyde 

DehydrogenaseGene in Carrot Cultured Cells, Roots, and LeavesConfers Enhanced Salt 

Tolerance (2004) Plant Physiolosy 136. 2843–2854 

 

130



 

Miyagawa Y., Tamoi M. and Shigeoka S. (2001) Overexpression of a cyanobacterial 

fructose-1,6-/sedoheptulose-1,7-bisphosphatase in tobacco enhances photosynthesis and growth. Nat. 

Biotechnol., 19: 965– 969 

 

Okumura S., Sawada M., Park Y.W., Hayashi T., Shimamura M., Takase H. and Tomizawa, K. 

(2006): Transformation of poplar plastid genome and expression of foreign proteins in tree 

chloroplasts. (in submission) 

 

Ruf S., Hermann M., Berger I. J., Carrer H. and Bock R. : Stable genetic transformation of tomato 

plastids and expression of a foreign protein in fruit. (2001) Nature Biotech. 19. 870-875 

 

Shikanai T., Endo T., Hashimoto T., Yamada Y., Asada K. and Yokota A. : Directed disruption of the 

tobacco ndhB gene impairs cyclic electron flow around photosystem I. (1998) Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA. 95, 9705 - 9709 

 

Sidorov V. A., Kasten D., Pang S. - Z., Hajdukiewicz P. T. J., Staub J. M. and Nehra N. S. : Stable 

chloroplast transformation in potato : use of green fluorescent protein as plastid marker. (1999) Plant 

J. 19, 209-216 

 

Sikdar S. R., Serino G., ChaudhurS. i, and Maliga P. : Plastid transformation in Arabidopsis thaliana. 

(1998) Plant Cell Rep. 18, 20 - 24 

 

Skarjinskaia M., Svav Z. and Maliga P. : Plastid transformation in Lesquerella fendleri, an oilseed 

Brassicacea. (2003) Transgenic Res. 12, 115 - 122 

 

Svab Z., Hajdukiewicz P. and Maliga P. : Stable transformation of plastids in higher plants. (1990). 

Proc. Nat. Aca. Sci. 87, 8526 - 8530 

 

Svab Z. and Maliga P. : High-frequency plastid transfomation in tobacco by selection by selection 

for a chimeric aadA gene. (1993) Proc. Nat. Aca. Sci. USA 90, 913 - 917 

 

Tomizawa K., Shikanai T., Shimoide A., Foyer C. H. and Yokota A. : Revertant of no-active 

RuBisCO tobacco mutant, Sp25, obtained by chloroplast transformation method using 

131



 

microprojectile bombardment. (1998) Advances in chemical Conversions for Mitigating Carbon 

Dioxide Studies in Serface Science and Cataysis 114, 609-612 

 

Whitney S. M.., von Caemmerer S., Hudson G. S. and Andrews T. J. : directed Mutation of the 

Rubisco large subunit of tobacco influenmce photorespiration and growth. (1999) Plant Physiology 

121. 579 - 588 

 

Zoubenko O. V., Allison L. A., Svab Z., and Maliga P. : Efficient targeting of foreign genes into the 

tobacco plastid genome. (1994) Nuc. Acids Res. 22, 3819 - 3824 

 

132



 

C-3 優良母樹選抜技術開発（ユーカリ優良母樹の遺伝子組換え技術開発） 

 

要旨 

遺伝子組換えにより優良木を改良するため、実用的な材料である植林地で選抜された優

良木に対して形質転換系の構築を目的としている。昨年度までに Eucalyptus globulus に

おいて、苗条原基系を経由した形質転換苗条を再生させた。本年度は、再生苗条からの発

根時における褐変を阻害するための添加物を検討して、Eucalyptus globulus 形質転換系の

確立にめどがついた。 

 

Genetic transformation system for plus-trees is in progress to improve plus-trees 

by intorduction of foreign genes. In last year, transgenic Eucalyptus shoots that 

showed good ability for rooting were regenerated from shoot primordium. In this year, 

we have investigated the chemicals that inhibit browning of tissues during rooting 

from the regenerated shoots. As a result of investigation, the experiment system of 

genetic transformation in Eucalyptus globulus was established.
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1．緒言 

製紙産業ではユーカリの数樹種を世界各地で人工植林することによって、パルプ材の安定

供給をめざした事業を行っている。実際植林に利用されているユーカリの中でも

Eucalyptus globulus は温帯地域における成長性がよく、製紙産業では重要な要因であるパ

ルプ適性に優れている。しかし、E.globulus は組織培養においてもカルスからの個体再生

が困難であることから、安定的な形質転換技術が確立できていない。本研究では、

E.globulus に対して発根性、組織培養への適合性を指標に個体選抜を行った後、選抜個体

を用いて組織培養条件の検討、Agrobacterium による感染条件の検討を行い、形質転換系の

確立をめざす。本年度は、組織培養系からの植物体再生において未だ困難な発根条件を中

心に検討した。また事業用クローンの組織培養への適用と形質転換系の確立を目指した。 

 

2．実験材料および方法 

2. 1 形質転換材料の作出 

多芽体の作出 

 これまで優良個体の形質転換のためにオーストラリア事業植林樹種として選抜された易

発根個体の E.globulus 2 クローンを材料に無菌的に腋芽の誘導を試み、挿し木によって作

出した植物体を材料とすることで腋芽を得ることができた（平成 16 年度報告）。今回はさ

らに E.globulus 1 クローンを追加し、計 3 クローンの腋芽からの多芽体の誘導を行った。

腋芽誘導培地上で約 1cm以上に伸長した腋芽を切り取り、MS を基本培地に 0.2mg/l カイネ

チン、ショ糖 2%、ジェルライト 0.25% pH5.6でオートクレーブ後に最終濃度 10%でココナ

ッツウォーターを添加した多芽体誘導培地に植付け、温度 24℃、光量子束密度 15μmol･m-2･

s-1の光条件、16 時間日長の条件で多芽体を誘導した。 

 

2. 2 苗化条件の検討 

ホルモン条件 

 E.globulus 苗化誘導において培養中の褐変は苗化の障害になっていると思われ、これ

を改善することは苗化率向上にもつながると考えられる。 

【非公開内容につき省略】 

 

2. 3 発根条件の検討 

ホルモン条件 

 腋芽から誘導した多芽体が易発根性であってもその再分化植物体の発根性がそれに準

じない場合があり、そのため形質転換植物体からの発根が非常に困難な状況であり、現状

の発根培地に関してはまだ検討が必要である。 

【非公開内容につき省略】 
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3. 実験結果および考察 

3. 1 形質転換材料の作出 

多芽体の作出 

 オーストラリアから導入した選抜個体をハウス内で養

苗し葉の展開が盛んな状態に仕立て、それらを材料にする

ことで腋芽が誘導できたことを平成 15 年度の報告書で報

告した。伸長した腋芽を多芽体培地に移植し培養した結果、

選抜個体 3クローンの多芽体を得ることができた（図-1）。

これを材料にして従来法での遺伝子導入の確認を行った

ところ、問題なく導入されることが確認でき、任意の特定

個体へ遺伝子導入を行う材料として多芽体が有効である

ことが確認できた。 

 

3. 2 苗化条件の検討 

ホルモン条件 

【非公開内容につき省略】 

 

3. 3 発根条件の検討 

ホルモン条件 

【非公開内容につき省略】 

 

4．結論及び今後の研究課題 

各段階の条件を組合せることにより、多芽体由来のカルスから、苗条原基を経由した再分

化個体を得ることができた。また多芽体は任意の特定個体の組織から誘導することが可能

であり、その形質転換能も十分であることを確認した。従来、形質転換苗条が発根に至ら

ない場合が多くあったが、今回の発根誘導手法を用いれば再分化個体を獲得できることが

示唆された。これをもって E.globulus の形質転換系は確立ができたと判断し、本課題を終

了とする。 

図-1 選抜個体 T1 の多芽体 
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C-4 ゲノム遺伝子操作技術の開発（SDI 技術） 

 

【目的】 

 遺伝子導入技術は、植物の染色体に遺伝子を導入し、安定的に発現させることを目的と

している。しかしながら、従来の方法では遺伝子が導入される位置を特定されず発現にば

らつきが生じる為、遺伝子組換え体をスクリーニングする必要がある。特に、ユーカリ等

の樹木においては、植物体の再生及び生育に長期を要する為、遺伝子組換え体のスクリー

ニングに多大な労力を必要する。RITE日本製紙分室においては、木本植物における遺伝子

組換え体の作出を効率化するため、遺伝子組換え体のスクリーニングが不要な遺伝子置換

システム（SDIシステム）の実証を行う。 

 従来の遺伝子導入技術技術では、数コピーの目的遺伝子が染色体上にランダムに挿入さ

れる。導入した遺伝子の発現は、コピー数や導入された位置により大きく変動する為、多

数の遺伝子組換え体より、高い発現個体を選抜することが必要となる。この問題を解決す

る為、日本製紙では、部位特異的組換え系を用い染色体上の標的位置の遺伝子を効率良く

置換する為のSDIシステムの開発を行っている。本システムを応用することにより、目的遺

伝子が安定的に発現した個体をスクリーニングを必要とせず作出することが可能となる。

本技術に関しては、タバコにおいて原理を証明済みであり、すでに特許化を行っている（特

願2003‐436431）。SDIシステムの実証する為、昨年度は、標的個体4系統に置換ﾍﾞｸﾀｰを導

入し、すべての系統で置換個体を得る事ができた。よって、SDIシステムが標的の染色体の

位置に関わらず普遍的に作動することを実証した。本年度は、同じ位置に導入された目的

遺伝子が置換個体系統間で差異無く同等の発現を示すことを証明しするために、作成した

置換個体の目的遺伝子（ルシフェラーゼ遺伝子）の発現を調査した。また、木本植物での

SDIシステムの実証を行うために、ポプラ（交雑ヤマナラシ）に標的ベクターを導入し、標

的個体を作成した。 
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【結果】 

(A)SDIシステムの原理。 

 SDIシステムの原理を図１に示す。SDIシステムは、標的遺伝子を導入する標的ベクター

と目的遺伝子を再導入する置換ベクターより構成されている。両ベクターは、バイナリー

ベクターpBI121の改変型であり、アグロバクテリウムを用いて植物へ遺伝子導入される。

標的ベクターは、T-DNA領域に逆方向を向いた二つの認識配列Rsに挟まれた標的遺伝子（標

的カセット）を有している。置換ベクターは、T-DNA領域に、サイトカイニン合成酵素遺伝

子（ipt）、組換え酵素遺伝子（R）と目的遺伝子を有している。ipt遺伝子、R遺伝子と目

的遺伝子は、同方向を向いた二つの認識配列Rsに挟まれている（脱離カセット）。目的遺

伝子は、更に、逆方向を向いた二つの認識配列Rsにも挟まれている（置換カセット）。 

 最初、標的ベクターを用い植物の染色体上に標的遺伝子を導入し、1コピーの標的遺伝子

を有する組換え個体（標的個体）を選抜する。再度、目的遺伝子を有する置換ベクターを

標的個体にを導入する。その際、置換ベクターのR遺伝子により組換え酵素が生産され、あ

る確率で、目的遺伝子を挟む認識配列Rs（置換カセット）と標的遺伝子を挟む認識配列Rs

（標的カセット）間で二重交叉が生じ、目的遺伝子と染色体上の標的遺伝子が置換される。

染色体上に置換ベクターがランダムに組み込まれた場合、組換え酵素の働きで同方向を向

いた二つの認識配列Rs間で挟まれたipt遺伝子、R遺伝子と目的遺伝子（脱離カセット）が

除去される。また、ipt遺伝子はサイトカイニンの過剰生産による発根阻害などの奇形を生

じさせるため、目的遺伝子が標的位置に以外に導入された個体は、正常に再分化発根しな

い。よって、置換ベクターによる遺伝子導入処理後、無作為にカルスから芽を分離し培養

するだけで、標的遺伝子が目的遺伝子に置換された組換え体（置換個体）を再分化発根個

体として選抜することができる。 
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（B）遺伝子置換個体 

 昨年度、標的遺伝子 1 コピーを持つ標的個体４系統（No.IGN-4,14,18,28）にルシフェラ

ーゼを目的遺伝子として含む置換ベクターp2nd20（図２）をアグロバクテリウム LBA4404

株に導入し、標的個体４系統から置換個体を作成することに成功した。SDI ｼｽﾃﾑの置換頻度

は正常発根個体当り約１０％と見積もっていたが、1 つの系統（2.7％）以外は概ね予測通

りの結果（8.1％、15.9％、12.2％）となった。また、サザン分析の結果、得られた置換個

体はすべて標的位置に 1 コピーの目的遺伝子が導入されており、非特異的な余分な目的遺

図１．SDI システムの原理 
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伝子の導入は観察されなかった。即ち、SDI ｼｽﾃﾑは効率的に標的位置にのみ遺伝子導入でき

ることが示された。また、1 個体を除くすべての置換個体は正常な稔性をしめし、次世代検

定の結果も予想される分離比となった。以上の結果より、標的位置によって頻度に差があ

る可能性があるものの、SDI システムが染色体の位置に関係無く作動することを実証した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（C）定位置遺伝子導入の効果の確認 

 作成した遺伝子置換個体の目的遺伝子（ルシフェラーゼ遺伝子）の発現を確認した標的

個体４系統（No.IGN-4,14,18,28）由来のすべての遺伝子置換個体を野生型タバコ（SR1）

と交配し、種子を採取した。また、コントロールとして遺伝子置換個体 TypeI 型と同じ構

造のベクター（pTSspsRSHygluc）（図３）をシングルコピー導入された組換えタバコを作

成し、遺伝子置換個体と同様に種子を採取した。種子をハイグロマイシンを含む MS培地に

置換ﾍﾞｸﾀｰ
p2nd20

標的ﾍﾞｸﾀｰ
pTSspsRSIGNPT

RB LBRSRS

EI

iptgfp R

EI EVEI

RS

EV

luc

H

hpt

置換カセット

除去カセット

ScI

RB RS LB

標的カセット

SmIH

RS

EV

 npt gus

HEV

図２．ﾍﾞｸﾀｰ図
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起床し、ハイグロマシン耐性を示す発芽個体（T1置換個体）を得た。分離比は予想通り１：

１となった（表１）。1ヶ月生長させた T1置換個体から 3枚の展開葉を採取して、Pica Gene 

Luciferase assay kit(Toyo-Inc., Tokyo., Japan)のプロトコールに従って、蛋白質を抽

出し、ルシフェラーゼ活性を測定した。蛋白質濃度の測定は Bio-Rad Protein Assat kit 

(Bio-Rad, Hercules, Ca, USA) を 用 い て 行 っ た 。 ル シ フ ェ ラ ー ゼ 活 性 は 、

Luminescenser-JNR(ATTO, Tokyo, Japan)を用いて、10秒間測定し、蛋白質１μｇあたりの

光強度（Relative luciferase activity: RLA/μｇ）として測定した。また、それそれの

置換個体について 5 個体の T1置換個体のルシフェラーゼ活性を測定し、その平均を算出し

た（表１）。 

 置換個体は IGN-4 由来の TypeI、IGN-14 由来の TypeI及び TypeII、IGN-18 由来の TypeI

及び TypeII、IGN-28 由来の TypeII の 6 種類存在する（図４）。ルシフェラーゼ活性を測

定した結果、コントロールと比較し、同じ標的個体由来で同 Type のそれぞれの置換個体系

統は同等のばらつきの無い発現を示すことが確認された（表）。例えば、IGN-４由来の 3

系統の TypeIや IGN-14 由来の 7 系統の TypeI、IGN18 由来の 5 系統の TypeI置換個体で上

記の結果とコントロールに比較し発現のバラツキが明らかに小さいことが示された（図５）。

よって、同じ位置に導入された目的遺伝子が置換個体系統間で差異無く同等の発現を示す

ことが確認された。 
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図３．コントロールベクター 
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図４-1．ゲノム上標的位置の模式図（IGN-4） 

図４-2．ゲノム上標的位置の模式図（IGN-14）
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Target lines

IGN-4

Integrant lines 

41-6

41-19

IGN-14
141-3

142-19

IGN-18
181-7

181-9

181-10

IGN-28 282-27

42-39

142-20

142-28

142-29

142-45

142-52

182-17

182-18

182-21

Progeny test *

Hmr

Type Relative luciferase 

activity / ug of protein
Experiments 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

II

I

II

I

II

539621/50

23/48

20/43

27/49

22/50

29/50

23/50

22/50

sterile

27/50

37/50

26/50

24/50

24/50

25/50

24/49

25/50

4877

5440

2751

2759

2924

2461

2929

1451

-

1327

2408

2743

1468

2631

3102

1706

*All plants were back-crossed with wild type plants (SR1).

3 
143-6

143-10

I

I

24/47

22/49

2497

2573

Target lines

IGN-4

Integrant lines 

41-6

41-19
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IGN-28 282-27

42-39

142-20

142-28

142-29

142-45

142-52

182-17

182-18

182-21

Progeny test *

Hmr

Type Relative luciferase 

activity / ug of protein
Experiments 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

I
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

II

I

II

I

II

539621/50

23/48

20/43

27/49

22/50

29/50

23/50

22/50

sterile

27/50

37/50

26/50

24/50

24/50

25/50

24/49

25/50

4877

5440

2751

2759

2924

2461

2929

1451

-

1327

2408

2743

1468

2631

3102

1706

*All plants were back-crossed with wild type plants (SR1).

3 
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143-10

I

I

24/47

22/49

2497

2573

表．遺伝子置換個体のルシフェラーゼ活性と分離比 
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（D）ポプラの標的個体の作成 

 ポプラ（交雑ヤマナラシ）に標的ベクターpTsspsRScodN を導入した。pTsspsRScodN は組

換え配列 RS の内側に、標的遺伝子としてカナマイシン耐性遺伝子と CAMV３５Sプロモータ

ーにシトシンデアミナーゼ遺伝子(codA)遺伝子を含んでいる（図６）。感染は、交雑ヤマ

ナラシ・キタカミハクヨウ Y－63 株（秋田十条化成（株）内実験林より採取）の無菌フラ

スコ苗の茎組織を材料として用いた。標的ベクターpTsspsRScodN を含むアグロバクテリウ

ム LBA４４０４株を OD630＝0.25 に希釈して感染させた。１：３ＭＳ改良培地 (ＮＨ４ 10 

mM、ＮＯ３ 30mM、シュークロース 20g/l、寒天９g/l)をヤマナラシ基本培地として用い、

これに acetosyringon 40 mg/l を加えた培地に移植して 25℃、暗所で２日間の共存培養を

行った。ついで基本培地に zeatin 0.5mg/l、カナマイシン 100 mg/l、カルベニシリン 500 mg/l

を加えた選抜培地に移植して、25℃、約 40μmol・m-2・s-1 14時間照明条件下で培養を行
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った。同様の培地・条件下で２週間ごとに植え継ぎを行い、４ヶ月後に生じたカナマイシ

ン耐性の不定芽を約１cmに切り取って、発根培地（2/3希釈MS培地、シュークロース20 g/l、

ジェランガム 2.5 g/l）に 75ｍM の NaCl を添加した耐塩性評価培地に移植した。標的ベク

ターpTsspsRScodN を導入したヤマナラシの３ヶ月後の状態を写真に示す。伸長した芽を５

０個得た。発根が認められた２０系統については、PCR 法にベクターの導入の確認を行った。

さらに、組換え体のコピー数を確認する為、サザン分析を行った。植物体の葉より、CTAB

法により染色体 DNA を抽出し、制限酵素（HindⅢ）処理後、codA 遺伝子に対するプローブ

を用いてサザン分析に供した。結果を図７に示す。codA 遺伝子のバンドが確認され、シン

グルコピーと推測される個体が複数得られた。今後、引き続き培養を行って発根個体が取

れ次第、サザン分析を行ってシングルコピーの標的遺伝子を含んだ標的個体を選抜する予

定である。さらに選抜した標的個体を培養し、置換ベクターの感染材料とし、条件を検討

していく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６．ポプラ用標的ベクター
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写真．標的ベクター導入ヤマナラシ 
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【考察】 

 ＳＤＩシステムで作成した置換個体の目的遺伝子（ルシフェラーゼ遺伝子）の発現を調

査し、同じ位置に導入された目的遺伝子が置換個体系統間で差異無く同等の発現を示すこ

とを証明した。このことが証明されたことにより、染色体の位置効果による発現のばらつ

きの無い、導入した遺伝子の発現が確実な組換え個体を得る事がSDIシステムによりできる

ことが実証された。ユーカリは、木本植物であり、再分化とその評価には長期を要する。

よって、作成した組換え体の目的遺伝子が長期に亘り安定且つ確実に発現することが求め

られる。その為、本システムの適用が可能となれば、遺伝子組換え体作成の作業効率を格

段に向上できると考えられる。SDIシステムの実証をモデル植物で行ってきたが、次は木本

植物での実証が課題となっている。よって、ポプラに標的遺伝子を導入し、組換え体を作

成した。今後、標的遺伝子を1コピー含む個体を選抜し、作成した標的個体を材料に遺伝子

図７．標的ベクター導入ヤマナラシのサザン分析結果 

λHindⅢ

Marker

シングルコピー個体 Probe:codA HindⅢ

λHindⅢ

Marker

シングルコピー個体 Probe:codA HindⅢ
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置換個体を培養選抜する条件を検討して行く予定である。また、SDIシステムにおいては、

目的遺伝子を置換導入するためのベクター（置換ベクター）にネガティブマーカーとして

サイトカイニン合成酵素遺伝子を配置しているが、このネガティブマーカーを木本植物用

に最適化すること等、ベクターの改良による条件検討も課題である。以上のように、培養

及び選抜条件、ベクターの改良等を行うことにより、木本植物によるSDIシステムの実証が

可能になると考えている。 

 

【まとめ】 

 同じ位置に導入された目的遺伝子が置換個体系統間で差異無く同等の発現を示すことを

証明しするために、ＳＤＩシステムで作成した置換個体の目的遺伝子（ルシフェラーゼ遺

伝子）の発現を調査した。その結果、同じ標的個体由来のそれぞれの置換個体系統は同等

のばらつきの無い発現を示すことが確認された。また、木本植物でのSDIシステムの実証を

行うために、ポプラ（交雑ヤマナラシ）に標的ベクターを導入し、標的個体を作成した。

今後、選抜した標的ベクター個体を用いて、木本植物によるSDIシステムの実証を行ってい

く予定である。 

【参考文献】 

・南藤 和也、渡邊 惠子、海老沼 宏安．（2003年）新規ベクター（特願2003‐436431） 

・Kazuya Nanto, Keiko Watanabe, Hiroyasu Ebinuma (2005) Agrobacterium-mediated RMCE 

approach for gene replacement. Plant biotechnol.J. 3, 203-214.  
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D: 組換え体樹木利用のための安全性確保技術 

 

D-1 遺伝子組換え母材料となる不稔樹木の開発 

 

要旨 

 花芽形成を行わない（あるいは花粉形成能のない）不稔個体は、外来遺伝子が導入され

ても、花粉が原因となる組換え遺伝子の拡散は起こらないことから、遺伝子組換え植物の

安全性の確保が図れることが期待できる。重イオンビーム照射により不稔変異株が効率的

に誘発されることは既に種々の植物で報告されていることから、ユーカリで準備できる植

物組織に至適化した線量で重イオンビーム照射を行い、約 800 個体の再生植物体を得た。

さらに、これらの個体の花芽形成能力と稔性を早期に判断するため、パクロブトラゾール

による着花促進を行った。 

 

A serious problem for genetically modified plants has arisen due to pollen mobility 

that causes risk at diffusion of transgenes into the nature.  The sterile mutants 

of transgenic plants are very important to prevent gene flow.  We have successfully 

isolated the sterile mutants in several plants using heavy-ion beam irradiation.   

Last year, heavy-ion beam irradiation was conducted to some tissues and cultured cells 

of E.grandis×urophylla under optimal conditions. We have acquired 800 regenerated 

plants in this year. And for acceleration of flower formation, these plants were 

treated with Paclobutrazol.   
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1．緒言 

 ユーカリ属植物（Eucalyptus spp.）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。このユーカリの多くが、成長性に優れるとともに、

木材生産、パルプ生産、薪炭材の生産に適していることから、世界各地でユーカリ植林が

なされている。ユーカリでは、これまで従来育種法として選抜と交雑を利用して、新品種

開発がなされてきた。一方、ユーカリにおいても遺伝子組換えによる育種が可能となって

きたが、遺伝子組換えによる安全性確保が十分になされていないことから、組換えユーカ

リが事業化されていないのが現状である。 

 一方、1990 年初頭より日本で新しい変異原として注目され、その実用化がすすめられて

いる重イオンビームは、原子核物理学研究のための巨大な加速器施設で発生する放射線で

ある。1989年より理化学研究所加速器施設（RARF）において、理化学研究所（理研）・日本

原子力研究所（原研）・大学の連合チームが高 LET 線である重イオンビームの植物への影響

に関する基礎研究を開始した。その後、原研では高崎研究所イオン照射研究施設（TIARA）

が 1993 年 7 月に完成して、また若狭湾エネルギー研究センターでは 2001 年より本格的な

植物研究が開始され、これまでに X 線・γ線などの低 LET 線との作用性の差異が解明され

つつある。理研では、重イオンビーム照射による植物変異誘発法の技術開発は、1994 年よ

り栽培タバコの 2 品種「キサンチ」および「BY-4」の受精胚細胞をモデル材料として開始

した。その結果、１）生存率にあまり影響のない極めて僅かな線量で高い変異効果を示す、

２）放射線感受性や誘発される変異スペクトルに照射組織による違いや品種間差がある、

３）低線量で選抜した変異株は、生長量や草姿などその他の形質は損なわれない、などが

判明した。こうして栽培タバコ受精胚細胞の変異誘発法を至適化し、形態変異株や除草剤

耐性株・耐塩性株・重金属耐性株などを選抜した。 

 低 LET の X 線・γ線の作用は、照射によって物質全体に均一に電離が生じ発生するラジ

カルなどの間接作用によるものがほとんどであり、遺伝子上の全領域が影響を受けて変異

が誘発されるが、高 LET 線である重イオンビームでは飛来する粒数が少なく、また電離は

その飛跡周辺に限定されるという特徴がある。例えば、クロマチンへの重イオンビーム照

射実験では、狭い範囲に DNA 二本鎖切断などの損傷を生成し、動物細胞の変異誘発実験で

は、γ線照射より高率に DNA 欠失型の突然変異が生じた。シロイヌナズナ乾燥種子の炭素

照射により誘発された変異株は、数 kbp 以上の欠失や転座や逆位など大きな遺伝子変異と

数 bp程度の小さな点様突然変異が同程度出現した。また酵母でも、ネオン照射で点突然変

異が誘発され、重イオンビームによる変異機構は多様性を含んでいることが示された。 

 単子葉類のモデル植物であるイネの種子照射実験では、M2 世代での不稔率は 4.6-7.1%で

あり、生存率に影響のない低線量の照射区より得られた不稔株は他の形質は正常株と変わ

らなかった。また、側芽培養体に照射し不稔化に成功したバーベナの例では、やはり生存
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率に影響のない低線量照射により 0.9-2.8%で不稔株が誘発され、草型・草勢・耐病性など

他の形質は野生株と変わらなかった。この他にも不稔株は栽培タバコ、シロイヌナズナ、

コムギ、トウモロコシ、アスパラガス、バンジーゼラニウムなどで観察されている。 

 本課題では、ユーカリに対して重イオンビーム照射を行い、効率的に変異を誘導する条

件を見いだし、その変異体から不稔個体を選抜する技術開発を行う。照射イオン種は、照

射実績が多く、種々な変異株誘発に成功している炭素およびネオンとした。変異目的は不

稔個体（花芽形成が起こらない、あるいは雄性不稔）の獲得である。期待している不稔個

体は花粉形成がないことから、外来遺伝子が導入された個体であっても、花粉が原因とな

る組換え遺伝子の拡散は起こらない。従って、このような不稔個体を遺伝子組換えの母材

料とすることによって、安全性の確保が図れることが期待できると考えている。 

重イオンビーム照射によって変異体を

獲得する工程で重要であるのは、変異細

胞のみから成る植物体をいかにして効率

的に選抜するかであると考えた。そのた

め、昨年度までに分化状態、組織構造の

強度、増殖性の異なる組織培養物（苗条

原基（図１B）、苗条（図１C）、早生分枝

（図１D））に対する重イオンビーム照射

の影響や照射強度を検討し、最適照射条

件（植物組織に依存せず LD50（半致死線

量）は炭素イオンでは 20 Gy 程度、ネオ

ンイオンでは 15Gy 程度であることを明

らかにした）を決定したうえで、変異体

スクリーニングを継続している。本年度

は、再分化した重イオンビーム照射個体

を生育させ、着花促進処理をほどこし、

随時花芽の有無を観察している。 

 

2．実験材料および方法 

2．1  植物材料 

ユーカリ交雑種（Eucalyptus grandis×Eucalyptus urophylla）はブラジルで胴枯れ病に

対する抵抗性育種で開発された種間交雑種であるが、成長性に加えて、パルプ適性に優れ

ることから製紙産業を中心に熱帯から亜熱帯地域で積極的に植林がなされている主要樹種

である。このユーカリ交雑種の早生分枝、苗条原基および多芽体（苗条）を照射材料とし
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た。 

 

2．2 重イオンビーム変異処理個体の再生 

 重イオンビーム変異処理したユーカリ交雑種（Eucalyptus grandis×Eucalyptus 

urophylla GUT5）の苗条原基から苗条を再生させるために、B5 基本培地に 0.02mg/l NAA、

0.2mg/l 6-benzyladenine、1% sucrose、0.2% gellan gum を含有する苗化培地に 5mm 角程

度の大きさにした苗条原基を移植した。そして、25℃の温度、照度 40μmolm-2s-1 、16 時間

光照射下で培養した。そこで得られた苗条は更に1/4に希釈したB5基本培地に0.01mg NAA、

1% sucrose、0.35% agar を含有する発根培地に移植し、25℃の温度、照度 40μmolm-2s-1 、

16 時間光照射下で静置培養して、発根した完全な植物体を誘導した。 

 

2．3  重イオンビーム照射および変異体の獲得 

 ユーカリ交雑種に対する重イオンビームの照射イオン種と照射強度は、昨年度の実験に

よりネオン（135MeV/u）10、20Gy、炭素（135MeV/u）10、20、40Gy に決定された。ユーカ

リ早生分枝、苗条原基、苗条の各組織に対して各イオン種、各強度を照射し、培養して植

物体を獲得した。6 cm シャーレに無菌的に調整した早生分枝、苗条原基、苗条の各ユーカ

リ組織に対して、シャーレ上から重イオンビーム照射行った。本年度は、一昨年度照射し

た植物体を変異のキメラ性を低下させるために５回切り戻した後、発根を促し植物体を 800

個体獲得した。これらは随時約２ヶ月ごとに鉢上げし（６cm→９cm→12cm→30cm ポット）、

最終的に 30cm ポットで維持している。現在 650 個体を 30cm ポットに鉢上げしており、内

320 個体に対してパクロブトラゾールバウンティフロアブル 21.5％液剤（日農）を用いて

着花促進処理を施した。処理時の幹直径１cm に対し、21.5％液剤１ml の濃度で処理を行っ

た。これらの個体は随時花芽形成の有無を確認し、花芽形成時には稔性も評価する。 

  

3. 実験結果および考察 

重イオンビーム照射したユーカリ交雑種の植物体獲得 

 本年度は植物体を予定

個体数全て（800 個体）獲

得し、線量-照射部位とそ

れぞれの獲得個体数を表 1

に示した。649 個体は最終

段階の 30cm ポットで維持

している（図２）。30cm ポ

ットの 649個体中 320個体

に対して 10 月に着花促進処理を施した。また、コントロールとして重イオンビームを照射

表 1 重イオンビーム照射個体の獲得個体

30cmポット 12cmポット 獲得予定数

炭素10Gy-苗条 100 100
炭素20Gy-苗条原基 215 85 300
炭素20Gy-苗条 74 26 100
炭素40Gy-苗条原基 100 100
炭素40Gy-苗条 60 40 100
ネオン10Gy 100 100

計 649 800
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していない個体 50個体に対しても着花促進処理を施した。しかし、現在のところ花芽形成

は確認されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 結論及び今後の研究課題 

 変異の出現が期待できる重イオンビームの照射強度で処理された植物体を順次再生させ、

2005 年度内に予定した 800 個体を獲得した。さらに、再生個体のポットによる養成を続け

て、根元の周囲長が 6cm 以上になった段階でパクロブトラゾールによる着花促進処理を行

った。2005 年度内に約 50%の再生植物体で着花促進処理が完了した。現在行っている着花

処理と同条件でユーカリ交雑種 GUT5 を処理したところ、温室内では処理後、10 ヶ月程度で

花芽の形成を確認していることから、重イオンビーム処理個体も花芽形成能力がある個体

については、2006年から 2007 年に花芽形成の確認ができることを期待している。 

 

図２ 重イオンビーム照射後、再分化して獲得した植物体 
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D-2 接ぎ木法による組換え遺伝子の拡散防止技術開発 

 

要約  

遺伝子組換えによって根からクエン酸を放出して酸性土壌耐性能力を強化したユーカリ

形質転換体を作出した。しかし実際の圃場栽培において、花粉による組換え遺伝子の拡散

が問題となる。そこでこの拡散防止の目的で、転換体を地下部のみとし花粉を形成する地

上部には野生型を接ぎ木した接木個体が作出されている。これらの接ぎ木個体の特性を評

価するため、東北大学の強酸性非アロフェン質黒ボク土を用いて、ユーカリのAlイオンに

対する耐性評価試験を行なったところ、組換えユーカリと非組換えユーカリとの間に大き

な差異は認められなかった。 

本組換え接ぎ木ユーカリの生育特性について、酸性土壌でありかつ植林が推し進められ

ているブラジルの土壌で解析する為の実験条件設定の情報収集を目的に、遺伝子組換えユ

ーカリの宿主であるGUT5のブラジル土壌での生育試験を計画している。本年度はブラジル

土壌の化学分析、GUT5苗の育成を実施した。 

  

We developed transgenic Eucalyptus, which releases large amount of citric acid and 

is tolerant to acid soils. Although we would like to evaluate this Eucalyptus in an 

actual field, the diffusion of transgene to nature is a considerable problem. In order 

to prevent the transgene diffusion, aerial part of non-transgenic Eucalyptus is 

grafted on roots of transgenic one. This transgenic graft must not diffuse transgene 

to nature. In this study, we evaluated acid soil tolerance of the transgenic grafts 

using typical Japanese acid soil, which has extremely high acidity. There is no 

difference of root elongation between transgenic grafts and non-transgenic one. This 

result indicated that the transgenic grafts may not improve their growth on extreme 

acid soil, which has high concentration of Al. 

 We are planning growth test of GUT5 as a host Eucalyptus clone for 

transformation on an acid soil in Brazil where industrial tree plantation is promoted 

intensively in order to get information for experimental design to determine growth 

performance of Eucalyptus graft of transformant overexpressing citrate synthase. We 

performed chemical analysis of Brazilian soil and propagate and cultivate GUT5 clone 

in this financial year for the experiments described above in next financial year. 
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１． 緒言 

ユーカリの事業植林を実施している東南アジア、ブラジルには、熱帯・亜熱帯系の酸性

土壌が広く分布している。この酸性土壌では、施肥リンの多くが土壌中のAlやFeと結合し

て、難溶性リン酸塩を生成し利用効率が低下する。これを解決するためにはユーカリの難

溶性リン酸の利用能力を高めることが効果的であると考えられ、ミトコンドリア型クエン

酸合成酵素（CS）遺伝子を過剰発現する遺伝子組換えユーカリ（E. grandis×E. urophylla）

を作出した。またこれらの遺伝子組換え樹木の実用化にあたり問題となる組換え遺伝子の

拡散による生態系への影響を考慮して地下部を組換え体、地上部は野生型を接ぎ木する方

法で組換え遺伝子の拡散を防止し、特定網室での生物多様性影響評価を実施している。 

ところでこういった植物の有機酸放出による酸性土壌耐性には低リン酸耐性とAl耐性の

2つがある。現地でのユーカリ栽培の低コスト化を図るには、この両者を厳密に区別するこ

とが重要である。そこで本研究ではこのクエン酸合成酵素（CS）過剰発現組換え接木ユー

カリを用いて段階的な低リン酸耐性試験と強酸性非アロフェン質黒ボク土を用いてのAl耐

性試験の2つを同一個体で行なった。 

本組換え体の効果を実際の環境下で評価することは重要であり、酸性土壌が広がり、植

林を精力的に推し進めているブラジルは１つの検証候補地である。ブラジル土壌における

組換え体の効果を、まず閉鎖系温室レベルで評価することを計画しているが、その際の実

験設計に必要な情報を得ることを目的として、組換え宿主ユーカリを用いてブラジル土壌

に対する生育応答解析を行う予定である。本年度は、そのための材料養成を実施した。 

 

２． 実験材料及び方法 

２．１ 形質転換体を台木とする接ぎ木個体の作成 

 平成 15年度成果報告書に記載した CS 過剰発現ユーカリ CS19および野生株は温室にて葉

数が約 6葉（平均値で、草丈 5.3 cm、茎径 1.8 mm）になるまで生育させ、接ぎ木に供した。

苗木は基部より 1.5 cm の所で切断し、CS 遺伝子を形質転換したユーカリ交雑種を台木に、

野生株の E. grandis×E. urophylla（GUT5）を穂木として、合接法によって接ぎ木を行い、

供試植物とした。 

 

２．２ クエン酸合成酵素（CS）過剰発現組換えユーカリの低リン酸耐性試験 

遺伝子組換えで作出したクエン酸合成酵素（CS）過剰発現組換えユーカリの根に野生種

を接木した GM 幼苗（shoot:wild-type+root:transformant）と野生種の根に野生種を接木

した WT 幼苗（shoot:wild-type+root:wild-type）を非アロフェン黒ボク土（pH(H2O) 4.0、 

pH(KCl) 4.9、 y1=19.8、リン酸吸収係数 2170）と以下のリン酸濃度の設定にて栽培した。

各処理 2 反復、1/5000aワグネルポットで栽培した。 
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植物

体 
処理区 N P2O5 K2O  

    mg/pot   

WT+WT 0％区 200 0 200  

 0.5％区 200 220 200  

  5％区 200 2200 200   

WT+GM 0％区 200 0 200  

 0.5％区 200 220 200  

  5％区 200 2200 200   

 

特定網室で 74 日間栽培後、各々の個体について低リン酸耐性の程度をみるため生育調査（樹

高、葉数、枝数、最大枝長等）を行い、一部の乾物重と根長を測定した。ただしユーカリ

本体は次の酸性土壌耐性試験に使用するため、地上部は枝 2 本葉 8 枚を残し、他を採取、

根は植え付け以前の苗ポットの分を残して採取し乾物重を測定した。 

 

２．３ クエン酸合成酵素（CS）過剰発現組換えユーカリの Al 耐性試験 

供試植物として２．２の低リン酸耐性試験で用いられた接木ユーカリ苗を剪定して用い

た。供試土壌は非アロフェン黒ボク土の滴定酸度 y1=20と y1=40の 2種類を用い、3 反復で

行った。19日間特定網室で栽培後、Al 耐性を観察するため、根の根長、新鮮重、葉数と枝

数の増加量を調査し、ヘマトキシリン染色を行った。 

 

２．４ ブラジル土壌における非組換え体の生育試験のための育苗 

 １／２強度の MS培地（ホルモンフリー、pH5.8）で培養した（光条件 25 µmol m-2 s-1、

16 時間明期、25℃）。よく発根させた状態になったら、バーミキュライトを含む土壌の入っ

たプラスチックチューブに移植した。定期的に潅水し、馴化させた。 

 

３ 結果及び考察 

３．１ クエン酸合成酵素（CS）過剰発現組換えユーカリの低リン酸耐性試験 

３．１．１ 生育調査 

樹高、最大枝長、枝数、葉数について、植え付け直後と調査最終日のデータを基にこの

期間の成長量を求めた（第１図）。処理区ごとの差よりも処理区内の個体差が大きく、また

調査項目ごとに成績順位は異なりリン酸濃度に関係した変化の傾向は認められなかった。

差があっても調査項目のそれぞれの最低値と最高値の差が樹高で約 2cm、最大枝長で 6.8cm、

枝数 1.5 本、葉数 14枚と小さく、処理に由来した有意な差ではなく個体差である可能性が

ある。また WT と GMごとのグループ全体で比較した場合も有意な差は認められなかった。 
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第１図 生育調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．１．２ 乾物重 

地上部と地下部の乾物重の結果は第２図に示した。WT ではリン酸濃度に比例して根や地

上部の重量は増加する傾向にあった。しかし GM ではリン酸肥料 0％から 0.5％では根、地

上部共に増加したが、リン酸肥料 5％で根も地上部も逆に低下した。生育調査と同様に処理

の差でなく個体差という可能性がある。いずれにせよ WT、GM のグループ全体で比較した場

合 WT の方が全体的に生育量が大きく、地上部乾物重については有意な差も認められた。 
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第２図 根と地上部の乾物重と根長 
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３．１．３ 考察 

試験の反復数が少ないせいもあるが、処理間の差より同一処理区内での個体差が大きい

場合があり、処理ごとの有意差は確認できない。また調査項目ごとに処理区の優劣が異な

り、処理ごとの明らかな傾向も認められない。試験に供した苗がWT、GM共に試験開始時点

で大きかったため、それまでの栽培土壌で充分なリン酸をためていた可能性があり、この

ため本試験期間では有意な差が認められなかったのではないかと考えられる。 

 

３．２ クエン酸合成酵素（CS）過剰発現組換えユーカリの Al 耐性試験 

３．２．１ 根の根長、新鮮重 

第３図に結果を示した。酸度ごとや WT、GM の種類ごとに一定の傾向は見られない。デー

タは処理区間よりも処理区内のばらつきが大きいためそれぞれの酸度ごとに WT と GM を比

較した場合、2 回目の y1=20 の WT 群と GM 群の比較の場合にのみ有意差（WT の優勢）がみ

られただけであり、WT と GM の差は証明されなかった。 
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第３図 根の根長と新鮮重 
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３．２．２ 枝数と葉数の成長量 

Al 耐性試験期間中（38 日間）の地上部の成長量として枝数と葉数の増加量を調べた（第

４図）。こちらも一部の処理区で個体差によるばらつきが大きく、WT と GM の間に有意な差

は認められなかった。酸度が高い土壌でも WT と GM 共に健全な根の伸長を示した。酸度ｙ

１＝20で WT群と GM群の間で枝数と葉数共に有意差が見られた。 

 

 

 

 

 

 

158



 

 

 

 

第４図 枝数と葉数の成長量 

 

 

３．２．３ 根のアルミニウム傷害の程度 

根の先端をヘマトキシリン染色した結果を第５図に示した。WT と GM の間に差異は認めら

れなかった。 

 

第５図 ユーカリの根の写真（ヘマトキシリン染色済み） 

   

 

 

枝数の増加（２次枝含む）

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

Y1=20 Y1=40 Y1=20 Y1=40

WT+WT WT+GM

枝
数

（
本

）

葉数の増加量

0.0

20.0

40.0

60.0

Y1=20 Y1=40 Y1=20 Y1=40

WT+WT WT+GM

葉
数
（
枚

）

159



 

３．２．３ 考察 

統計的には一部にしか有意差はみとめられない。WT 及び GM とも、pH5、交換性 Al 7.5 

me/100g の極強酸性条件下において Al 集積（ヘマトキシリン染色）および根伸長に組換え

体と非組換え体の間に差異はなかった。このことから、きわめて Al の毒性が強い条件下で

は CS 過剰発現ユーカリは根伸長を改善できないと考えられる。しかし、今回行った２回の

試験で同一個体であっても同じ傾向を示さなかったことから、実験系自体に問題があると

考えられる。 

 

３．３ 組換え宿主ユーカリのブラジル酸性土壌に対する生育応答（準備） 

３．３．１ 土壌分析 

 ブラジルの主な土壌タイプとして、oxidic soil（イエローラトソル）と caulinitic soil

（レッドラトソル）が挙げられる（第１表）。基本的に両土壌とも貧栄養な土壌であった。

ともに土壌 pH は低かったが、イエローラトソルのほうがより低かった。Al と Fe の量はイ

エローラトソルで高く、また P保持量もイエローラトソルにおいて高い値を示した。 

 

第１表 ブラジル土壌の化学的性質 
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３．３．２ 組換え宿主ユーカリの馴化 

 組換え宿主であるクローン GUT5 の無菌苗を輸出し、ヴィソーザ連邦大学 BIOAGRO 学部組

織培養研究室にて培養した。ホルモンフリーの培地に移植し、十分発根した状態になった

ところで土耕に移行した。定期的な潅水を行って培養室環境に馴化させたが、この段階で

生存率は 57％であった。生存個体の温室における生育は順調であった（第６、７図）。 
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第６図 温室に移行してから 13 日後の GUT5 クローン 
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第７図 温室に移行してから 38 日後の GUT5 クローン 

 

３．３．３ 考察 

 ブラジルではその広大な土地を利用して産業植林が盛んに行われている。ブラジルの土

壌は酸性であり、酸性土壌ストレスによる植物の生育不良が問題となっている。我々が開

発した遺伝子組換えユーカリは根からのクエン酸放出が強化されることで酸性土壌耐性が

向上していることを日本の酸性土壌を用いて証明しており、ブラジルの土壌においてもそ

の効果が期待される。今回分析したブラジルの２つのタイプの土壌の化学性は異なってお

り、酸性土壌の生育阻害要因との関連がある Al 量、Fe 量、P保持量が異なる土壌であった。

したがって、我々の組換え体がブラジル土壌においてどのような効果をどの程度発揮する

か、また植林した場合にどの程度の CO2固定の増加が見込めるのかを明らかにするためには、

少なくとも今回分析した２タイプの土壌について生育パフォーマンスを調べることは重要

であると考える。 

 今回、ユーカリ無菌苗の取り扱い経験のあるヴィソーザ連邦大学組織培養研究室にて、

GUT5 の無菌苗を温室に出す作業を実施したが、馴化成功率は約 50％であった。王子製紙分

室で行う場合にはほぼ 100％を達成できることから、培養条件あるいは馴化方法等に問題が

あると考えられる。土耕試験を行うに際し、無菌苗の馴化成功率は実験労力に大きく影響

を与えることから、馴化成功率の向上は今後の課題である。 

 

４ 結論及び今後の研究課題 

2004 年遺伝子組換え農作物の全世界における栽培面積は 8,100万 ha（昨年対比 20%増）

に達し、全世界の作物栽培面積の 5%を占めるが、パルプ用の遺伝子組換え樹木では実証段
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階にはない（ISAAA 報告）。また、木材製品の付加価値向上のため、製紙会社や植林会社は

森林認証の取得を目指しているが、世界の主要な森林認証制度である FSC （Forest 

Stewardship Council）は遺伝子組換え樹木の植林を認めていないことから、森林認証制度

は遺伝子組換えの事業化に対して障害となっている。このように世界の農作物では遺伝子

組換え植物の利用が進む状況の下で遺伝子組換え樹木の実用化を進める研究に着手してい

る。 

 昨年度までの本研究課題で根からの有機酸を放出が酸性土壌耐性ユーカリの開発には

有効手段となることを閉鎖系温室実験で示した。また、組換え遺伝子の拡散を防止した組

換え接ぎ木個体（地上部：非組換え体、地下部：組換え体）において、生物多様性影響評

価試験を実施し非組換え接ぎ木個体との間に差はないことを示した。酸性土壌が広がる現

場において本組換え体を評価する段階に移行していく。根からのクエン酸放出は酸性土壌

の主要な生育阻害要因であるAl過剰害とリン酸欠乏障害の両方に効果があるといわれてい

るが、本組換え体を現場で評価する際には、本組換え体がどちらのストレスに耐性である

のかあるいは両ストレスに耐性であるのかを明らかにすることは重要であると考えられる。

そこで本年度は、接ぎ木個体を用い日本の酸性土壌を使用してAlストレス耐性と低リン酸

ストレス耐性を評価した。両試験ともに実験系の問題が考えられるが、Alストレスが強い

ぎる場合には本組換え体は効果を発揮しない可能性が示された。昨年度までに実施した土

耕試験では、栄養添加の目的でCaが加えられており一定レベルのAl害軽減が起きていると

考えられる。つまり、日本において本組換え体の効果を最大限引き出すためには一定レベ

ルの酸性矯正が必要である可能性を示している。 

一方で、今回分析したブラジルの酸性土壌の２タイプにおけるAl量は日本の土壌と比較

すると少なかった。しかしながら、両土壌とも酸性土壌の性質は有しており、また化学特

性の異なる土壌であることがわかった。次年度においては、この２タイプの土壌を使用し

て土壌リン酸レベル、土壌酸性レベルに対するユーカリの生育応答について、本年度馴化

させた遺伝子組換え宿主であるGUT5を用いて解析を実施する。 

 

５ 参考文献、引用文献 

（１）参考文献 

日本土壌肥料学会編：低ｐH土壌と植物 博友社 1994  

 

６ 研究発表・講演、文献、特許等の状況 

（１）研究発表・講演 1件 

国内会議 １件 

１．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  
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なし 

（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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D-3 遺伝子組換えユーカリの安全性確保・評価技術開発及び特定網質安全性評価 

・実証試験 

 

概要 

地球規模での環境悪化や食糧問題を改善するための手段として, 遺伝子組換え植物を効率

的に利用する研究が進められている. 本研究では, 閉鎖系温室, 特定網室, 隔離ほ場と段

階を追って有用遺伝子組換え植物を実際に育成し, さまざまな科学的知見に基づいて環境

安全性評価を確立することを目的の１つとしている.  マングローブ植物体内塩代謝に関

わるマングリン遺伝子を導入した遺伝子組換えユーカリ(Eucalyptus camaldulensis 

Dehnh)が塩ストレス培養条件下で選抜された。 安全性の確保について、段階的評価の初期

評価を行い、栽培室及び環境影響評価温室における耐性の基本的評価法（技術）を検討し、

導入形質の予備評価と環境影響評価を閉鎖系温室（栽培室）・特定網室にて実施した. 

 

安全性確保・評価技術開発 

遺伝子組換えにより複合環境ストレス耐性が強化された樹木を、企業現場で利用する為に

は、事前に生物多様性に対する影響評価を行うことが必要とされている。本プロジェクト

においては、組換え樹木の実用化に向けた基盤整備を行うことを目的とし、評価技術の確

立を行う。本年度は、遺伝子組換え体の取り扱い基盤整備を進め、研究材料の予備評価を

行った。既存の筑波大学環境影響評価温室(A)における樹木栽培の試験的立ち上げと、マン

グリンによって誘導されると想定される耐塩性をはじめとする各種ストレス耐性について、

その評価方法を非組換え体 Eucalyptus camaldulensis を用いて検討し、計測等の手法及び

評価機材や施設の基盤整備をおこなった。 

 

特定網質安全性評価・実証試験 

マングリン遺伝子を導入した遺伝子組換え体 E. camaldulensis の３０系統について、RITE
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日本製紙分室より筑波大学に搬入し、耐塩性・強光耐性試験を培養条件下、及び、隔離栽

培室でおこない、予備選抜を進めた。各遺伝子組換え体の遺伝子導入状況を確認するとと

もに、遺伝子発現に由来すると考えられる耐塩性を暫定的に調査した。また、環境影響評

価温室で栽培するためのアグロバクテリウムの残存性などの要求項目について安全性評価

を隔離培養室でおこなった。その後、遺伝子組換え体４系統について RITE 日本製紙分室

より新たに譲渡を受け、筑波大学環境影響評価温室(A)で、生物多様性影響評価に関わる安

全性の評価を開始した。 

RITEプロジェクト資金による環境影響評価温室(E)について、法制及び実験の目的に対応

した温室の仕様設計及び建設をおこなった。特殊な仕様であるため、文部科学省への諮問

もおこない、安全性評価に適する調整を数度おこなった。当該温室は、２月後半に竣工し、

非組換え体植物による温室条件調整、遺伝子組換え体の評価のための安全性担保の確認や

付帯する評価システムの立ち上げをおこなった。
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緒 言 

 1992 年のリオデジャネイロで開催された地球サミットに続き, 生物多様性条約や昨今の

京都議定書の採択及び実施に有るように, 世界的な人間活動の増大による地球環境の悪化

（温暖化・乾燥化）とこれに対する多様な対応は, 国際的重要事項である. そして, 2002

年の WSSD 会議(WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT)や京都議定書の具体的実施事

項では, 環境植林は, 地球環境の保全と持続的利用に必須の課題である.  

 日本政府の政策としても, 国際的な植林の支援は重要事項となっており, 樹木植林に関

わり, 基盤研究及び試用のため, RITE(財団法人地球環境産業技術研究機構)や NEDO((独)

新エネルギー・産業技術総合開発機構)などの政府関連機関が国内外での研究を支援してい

る.  

 地球環境の砂漠化や半乾燥地の土壌における塩類の集積については, 対処の一つとして

遺伝子組換え体樹木の貢献が考えられている. ユーカリは耐乾性が強いため, 半乾燥地域

で成長が速く, 二酸化炭素削減の効果が高く期待できる地球温暖化対策の目的にかなった

植物として知られている. そしてユーカリの耐塩性機能を強化することで上記の目的に沿

った植物を構築できると期待される. そこで, 環境植林を目指す基礎研究として, 

Eucalyptus camaldulensis を材料にした。 一連の共同研究として RITE 日本製紙分室を中

核として東京農工大学筑波大学の連携で、当該研究は行われている。マングローブ植物体

内塩代謝に関わるマングリン遺伝子は東京農工大学の小関教授らにより単離された。この

遺伝子をユーカリ(Eucalyptus camaldulensis Dehnh)に遺伝子組換え導入し, 耐塩性を強

化したと考えられる遺伝子組換えユーカリ候補系統が RITE日本製紙分室によって作出され

た.  

 我国では遺伝子組換え植物については, 閉鎖系温室, 特定網室, 隔離ほ場と段階を追っ

て 栽 培 し , 環 境 影 響 評 価 を 実 施 す る こ と が 規 定 さ れ て い る

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/kumikae.htm）. 閉鎖系温室は外部環境
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へ花粉, 種子, 胞子などの飛散を完全に遮断した構造になっている. 特定網室は, 窓にメ

ッシュのある通常の植物の栽培室であるが, 昆虫などの侵入は防ぎ花粉の飛散を最小限に

抑える施設である. 隔離ほ場では, 限定された条件で組換え体の栽培に関して周辺への環

境影響を評価する. しかしながら, 評価項目は世界的な統一基準はなく, 環境あるいは生

物多様性への影響を真に評価できる基準の作成が急務となっている. 本研究では, 閉鎖系

温室, 特定網室, 隔離ほ場と段階を追って有用遺伝子組換え植物を実際に育成し, さまざ

まな科学的知見に基づいて環境安全性評価を確立することを目的の１つとしている. 樹木

は永年性で樹高が大きくなることから, 環境への安全性を注意深く評価する必要がある. 

耐塩性遺伝子を導入したユーカリ（Eucalyptus camaldulensis）を材料として, 閉鎖系温

室, 特定網室での予備栽培試験を行って生育特性を解析し, 環境影響評価を開始した.  
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材料および方法 

研究材料 

１．ユーカリの特性 

 ユーカリ・カマルドレンシス(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)は, オーストラリア名

をリバーレッド・ガムの名称で呼ばれる, フトモモ科(Myrtaceae)ユーカリ属(Eucalyptus)

に属する

(http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Eucalyptus_camaldulensis.html) 2

倍体(2n=2x=22)(Boland et al. 1980)の木本植物である.  

 ユーカリ属は硬葉樹に属する常緑広葉樹であり(プライオー 1981), 雌雄同花で花色は

白から淡黄色である(Eldridge et al. 1993).  E. camaldulensis の成木は高さ 20〜50 m, 

胸高直径 90〜210 cm (Brooker and Kleinig 1983)にまで成長する. 材は赤色, 光沢, 耐久

性があり, パルプ用にはおよそ 5〜8 年で収穫できる(西村 1987). 海外の原生地や適正栽

培地では, 樹高 40 m, 樹幅 15 m及び胸高直径 2 m の大木も存在する(Brooker and Kleinig 

1983). 日本では, 公園緑地に樹高 10 m程度のものが見られる(西村 1987). 日本における

開花時期, 結実時期については詳細に調べられた記述はないが, 夏場（7−9 月）に開花し, 

秋から冬（９−1月）にかけて結実する（西村 1987）と考えられる.  

 生育環境は, 平均気温 25℃を最適とし 15〜29℃, 種によっては, 氷点下でも冬場生存

できるが低温には適していない

(http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Eucalyptus_camaldulensis.html). 

乾燥, 季節的冠水, 多少の塩類土壌にも耐え, 萌芽更新も可能であり, 世界に広く植林さ

れている(西村 1987). 降雨量は, 年 500〜1,000 mm が適しており, 生育期には相当量の

降雨を必要とする(Attiwill and Adams 1996, Brooker and Kleinig 1983).  

 種子繁殖及び栄養繁殖が可能な多年生木本植物である(プライオー 1981). 種子繁殖の

場合, 自殖, 他殖共に可能であり, 果実は種子が完熟すると破裂して種子を放出する
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(Eldridge et al. 1993). 虫媒により花粉が伝達され, その際の媒介昆虫は, 双翅目の昆

虫が幅広く媒介する(Boland et al. 1980, Eldridge et al. 1993). 一方, 栄養繁殖も可

能であり, 挿し木及び取り木増殖ができる(プライオー 1981).  

 

２．ユーカリの自然分布と栽培 

ユーカリ属は約 600 種存在するといわれているが, その大半はオーストラリア本土およ

びタスマニア島に自生し, ごく少数の種が本土北部に隣接するアジア太平洋地域の特定諸

島に自生している.  

 ユーカリは日本原産の種ではなく, 宿主植物である E. camaldulensis と交雑が可能な

Eucalyptus 属植物の自然分布, 及び近縁野生種の存在は報告されていない(プライオー 

1981, 前川文夫 1999).  

 日本国内への導入は明治時代に始まった. 記念植樹として植えられることが多く, 主に

緑化木として栽培管理されている. 茨城, 群馬, 石川県を北限とし, 関東以南の温暖地, 

とくに静岡, 兵庫, 高知, 福岡の諸県に多い(西村 1987). 鹿児島市では E. camaldulensis

と E. robusta を街路樹に植栽している. また, 鹿児島市平川動物園では, コアラ飼料用に

E. botryoides, E. camaldulensis, E. globulus, E. microcorys, E. moluccana, E. 

propinqua, E. punctata, E. robusta, E. rudis, E. saligna, E. tereticornis, E. 

viminalis が植栽されている. 沖縄では, E. camaldulensis と E. robusta, E. viminalis

などの植栽が知られている.  

 つくば地区におけるユーカリ属の栽培は, 個別の工場敷地などの緑化に限られている. E. 

camaldulensis については, 私有地での栽培などを含めて数件程度で, 体系的な栽培はみ

られない.  

 

３．ユーカリの使用 
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 19 世紀以降, ヨーロッパ, インド, アフリカ, アメリカ, 最近では東南アジアでも多く

植林されている. 建材, パルプ材あるいはユーカリオイルの材料などとして 19世紀から盛

んに海外で栽培されている(プライオー 1981, 西村 1987). また, いくつかの種は, 薬用

植物としても原産地や海外の発展途上国で伝承的利用がされている (Lewis and 

Elvin-Lewis 1977).  

  

方法 

生物多様性影響評価の手法や個別の分子生物学手法等については、結果に随時示す。 
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 結果 

1. 評価技術の確立 

組換え樹木の実用化に向けた基盤整備を行うことを目的とし、評価技術の確立を行った。

本年度は、遺伝子組換え体の取り扱い基盤整備を進め、研究材料の予備評価を行った。既

存の筑波大学環境影響評価温室(A)における樹木栽培の試験的立ち上げと、マングリンによ

って誘導されると想定される耐塩性をはじめとする各種ストレス耐性について、その評価

方法基準について非組換え体 Eucalyptus camaldulensis を用いて検討開始し、計測等の手

法及び評価機材や施設の基盤整備をおこなった。 

a) 耐塩・耐乾燥試験 

 閉鎖系温室では, 耐塩性と相関の高い耐乾燥性の試験の基盤評価法の検討を行った. 順

化後、毎日 100 ｍL の灌水を 3 ヶ月間行い生育させた非組換え個体に対して, 約 3 l の土

にて栽培したものについて、2 週間水切りを行った. この条件では、非組換え体は潅水再開

後再生できなかった。（図 1） 

 環境影響評価温室において, 毎日 100 ｍL の水やりを 3ヶ月間行い生育させた個体を, 2 

M の NaCl 溶液を 100 mL 各植物体に１度与えた. その後 1日おきに, 100 mL の灌水を１

週間行い, 経過を観察した. 非組換え体は著しく葉が乾燥萎枯した（図 2）. 

 b)強光耐性 

 導入遺伝子であるマングリン遺伝子はシャペロン分子として機能する可能性が考えられ

るため、閉鎖系温室においてフラスコ内の無菌苗を用いて、３万ルクスの強光下における

耐性試験を行い、光障害による葉のダメージについて検討を行った。多くの系統で、図３−

１に示すような光障害が認められた。しかし約３０％の遺伝子組換え体では、障害を示さ

ず生育を続けた。 

 強光試験に引き続き、上記試験よりもより強い光ストレスと考えられる、低温環境下（１

０℃）における強光下（３万ルクス）における耐性試験を行った。その結果、多くの個体

が枯死したが、一部の遺伝子組換え体が生存ししているように見られた（図３−２）。その

後、通常環境下で培養を行ったところ、５系統の遺伝子組換え体の生存が確認された。そ
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のうちの１系統については、低温強光条件下でも、光障害を示さず、かつ僅かながらも成

長を見せた（図３−３左）。 

 なお、これらの試験は、マングリン遺伝子の導入効果をはかる新たなスクリーニング法

としての可能性を模索したものであり、良好な結果を示した系統については、今後の検討

が必要である。本試験は、非形質転換体を充分な数揃えることが出来なかったため、スク

リーニング法の確立までには至っていないが、形質転換体において、様々な表現型を示し

たことから、本プロジェクトにおけるストレス耐性ユーカリの選抜には適した手法である

と考えられる。 

 また、上記と同様の強光試験をポット植植物に対して試みたが、全ての個体で顕著な差

が認められなかった。さらに、低温（４℃）強光（３万ルクス）試験を試みたが、紅葉・

生育停止の表現型が認められた。その後、通常環境での栽培を行うと、約１日後から腋芽

の成長が認められ、頂芽にダメージが起っていることが想定された。その後、低温強光条

件、通常環境を３日置に交互に行うと、若い茎頂部分でのダメージが大きいことが明らか

となった（図３−４）。各系統間での顕著な差異は認められず、ポット栽培での本試験はも

う少し条件の検討が必要であると考えられる。 

 c) 他感物質の評価法 

組換え体由来の物質が他の生物に影響を及ぼさないように確認するのは、生物多様性・環

境影響評価項目のひとつである。いわゆるアレロパシーあるいは他感物質の評価が必要と

なる。鋤き込み試験やサンドイッチ法などのバイオアッセイはそのための手法であり、安

価で再現性が高いとみなされている。図４に示すように、E. camaldulensis を用いた場合

の、植物材料由来のコンタミネーションを避けることができる再現性の高い他感物質評価

法を設定した。 

173



 

c) 評価機材や施設の基盤整備 

RITEプロジェクト資金による環境影響評価温室(E)について、法制及び実験の目

的に対応した温室の仕様設計及び建設をおこなった。遺伝子組換え体の特定網室評価施設

として環境影響評価温室（筑波大学 E 棟図５）を竣工させ、これを法制及び筑波大学基準

に適合した遺伝子組換え体植物対応の温室として、試用を始めた。特殊な仕様であるため、

文部科学省への諮問もおこない、安全性評価に適する調整を数度おこなった。当該温室は、

２月後半に竣工し、非組換え体植物による温室条件調整、遺伝子組換え体の評価のための

安全性担保の確認や付帯する評価システムの立ち上げをおこなった。虫の侵入を防御する

数点の改良点を付加した後、遺伝子組換え体を既存網室から移動し、筑波大学環境影響評

価温室 E棟での栽培を始めた(図６)。 

 

2．耐塩性ユーカリの馴化とアグロバクテリウムの残存性 

マングリン遺伝子を導入した遺伝子組換え体 E. camaldulensis の無菌苗３０系

統について、RITE 日本製紙分室より筑波大学に搬入した。これらについて、アグロバクテ

リウムの増殖を確認したところ,全ての非組換え体からアグロバクテリウムは検出されな

かった（図７）.  

 

 

3. 耐性の予備評価 

マングリン遺伝子を導入した遺伝子組換え体 E. camaldulensis の３０系統につ

いて、RITE 日本製紙分室より筑波大学に搬入した。無菌フラスコ苗を用い、強光耐性試験

を培養条件下、及び、隔離栽培室でおこない、選抜法の検討とともに、予備選抜を進めた。

その結果、強光試験では、MC8プロモーターにマングリン遺伝子を連結した系統が２つ(系

統 9, 15)、MC8プロモーターにマングリン遺伝子コア領域を連結した系統が３つ(系統 24, 
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29 及び 38)、良好な結果を示した。また、低温・強光試験では、ほとんどの系統が枯死し

たにもかかわらず、上記５系統のうちMC8プロモーターにマングリン遺伝子を連結した 1

系統が(系統#15)、MC8プロモーターにマングリン遺伝子コア領域を連結した 2 系統が耐性

を示した。特に MC8プロモーターにマングリン遺伝子を連結した１系統(#15)については、

あくまでも予備的であるが強光・低温条件下でも、光障害を示さず、かつ僅かながらも成

長を見せた（図３−３左）。 

導入遺伝子であるマングリン遺伝子は,マングローブに由来する,植物体内の塩

類の移動について関連するタンパクをコードする遺伝子である. マングリンの機能の多様

性については、ポテンシャルが高く多くの可能性をしめているが、この遺伝子の効果につ

いては、各論的に個別の植物種で評価する必要がある。 

一方、遺伝子組換え体１３系統について、RITE 日本製紙分室よりポット栽培苗

の譲渡を新たに受け、栽培室を経て、筑波大学環境影響試験温室(A)及び(E)で、生物多様性

影響評価に関わる安全性の評価と耐性評価を開始した。耐塩性試験については、これまで

の知見を生かし、500mM の NaCl 処理を行い、遺伝子組換え体の耐性評価を進めている。

多種の環境影響評価項目については、手法の確認を取りつつも、実際の評価データは、半

年程度の網室栽培を経て行われるべきものであるため、栽培を継続して行っている。 

 

4．栽培評価：形態及び生育の特性  

 遺伝子組換え体の外観について, 組換え体と非組換え体の苗間で,差異は認められなか

った. 葉型についても大きさや外観に差異はなかった. 葉色などについても, 組換え体と

非組換え体の間で顕著な差異はみられなかった. 今後は環境影響評価温室(E)で定量評価

を行いこれら初期的観察の支援データを得てゆく（図 8）。 
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考察 

 

安全性についての予備見解： 

栽培室での栽培及び環境影響評価温室 E 棟での予備栽培によると、生長性・形態について

は顕著な差異が認められず, 組換え体と非組換え体との間の違いは耐塩性以外には認めら

れなかった. 以上のことから, 本組換えユーカリによって, 我が国の生物多様性に影響

が生じる恐れがないと判断されるが、樹木が生長していった時点で、バイオアッセイ等に

よって今後の環境影響評価情報の蓄積によりこれらをさらに立証してゆく必要がある。な

お, 関連事項としては、RITE支援による RITE 日本製紙分室と筑波大学での共同研究を行っ

た土壌微生物由来の codA 遺伝子により耐塩性を付与した遺伝子組換えユーカリについて, 

平成１７年１０月１２日に,筑波大学遺伝子実験センター隔離ほ場での第１種使用規定承

認が, 主務省である文部科学省及び環境省によってなされている(菊池ら 2006)。遺伝子組

換え体の生物多様性影響評価は各論として産物個別に評価する必要があるが、類似の耐性

について同種の E. camaldulensis の安全性情報が蓄積されつつあり、今後の環境影響評価

技術や項目について、本研究が日本の樹木等の環境影響評価基準の基盤となってゆくと考

えられる。 

 

海外試験候補地調査の必要性について 

今後の日本での基礎研究及び安全性評価をふまえた遺伝子組換え樹木の海外での展開試験

を将来的に見据えると、日本製紙や王子製紙などの海外植林をおこなっている企業からの

事前の情報に基づき、遺伝子組換え樹木を今後栽培できる可能性のある地域を検討する必

要があると考えられる。1) E. camaldulensisや E. globulus などについて植栽されている

か？2)遺伝子組換え体の栽培試験ができるか？などについて パキスタン、インド、ベトナ

ム、ミャンマーなどのアジア圏やチリやブラジル等の南米での候補地の調査研究の必要性

もあると考えられる。 
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将来的に想定される海外試験研究についての最終的意図が、ほ場栽培であるなら、

カルタヘナバイオセーフティー議定書の第８条手続き (Advanced Informed Agreement)

を必ず行う必要がある（渡邉 2006）。また今後は、栽培についての運用法などの検討事項

も必要となり（渡邉・菊池 2006）、OECDや EU からの情報収集も必須となる(Watanabe et 

al. 2005, EUROPABIO 2006)。 
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D-4 ユーカリ繁殖生態調査 －ユーカリの交雑可能性に関する調査― 

 

概要 

本調査は、遺伝子組換えユーカリの第 1 種使用を目的とした生物多様性影響評価書作成

のためのデータ取得を目的とし、本年度は、法律に基づく評価項目のうちの「交雑性」に

関わるものとして、ユーカリの訪花昆虫に関する調査を行い，昆虫による花粉媒介の可能

性を示し，交雑可能性を検討したものである。 

 

１．ユーカリの花粉媒介を行う昆虫に関する文献調査 

 タスマニアの E. globulus に関する調査結果では，多くの昆虫，特にハチ類の訪花が顕著

であったが，雌蕊の柱頭との接触があまり見られなかったため，ミツスイのような訪花性

の鳥類による花粉媒介を行っている可能性が示されている。一方，ユーカリ類では種間交

雑が比較的容易で，E. globulus，E. camaldulensis，E. viminalis 間の雑種形成が報告されてい

ることがわかった。 

２．筑波近辺の昆虫分布に関する文献調査 

 筑波近辺の昆虫に限った文献は見当たらなかったが，茨城県の昆虫（1993 年，水戸市立

博物館発行）という文献があり，合計 27目 389科 4,695 種の昆虫が報告されていた。その

内，ユーカリの訪花昆虫として考えられるものは，コウチュウ目，ハチ目，ハエ目，チョ

ウ目などである。 

３．筑波近辺におけるユーカリの訪花昆虫に関する現地調査 

 筑波近辺に植栽されているユーカリについては，平成１５年度の調査で土浦市にある日

立電線（株）土浦工場構内（16 本），および茨城県新治郡新治村村役場構内（１本）の２箇

所のみに存在することが明らかになっている。そこで，植栽されているユーカリの種を同

定し，開花状況および訪花昆虫に関する調査を行った。また，参考として京都府宇治市に

ある（株）環境総合テクノス生物環境研究所構内に植栽されている E. robusta について，同

様に訪花昆虫調査を行った。 

１）筑波近辺の植栽ユーカリの種の同定 

 両所のユーカリの葉や結実種子をサンプリングし，形態を調べたところ，どちらも同じ

種で，コアラの餌としても利用されている E. viminalis と同定された。 

２）筑波近辺の訪花昆虫現地調査 

 両所のユーカリともに，着花は認められたものの開花は確認されなかった。従って，訪

花昆虫調査は行ったものの，昆虫は確認されなかった。 

３）（株）環境総合テクノス生物環境研究所構内のユーカリ訪花昆虫調査 

 筑波近辺に植栽されている E. viminalis と異なり，10月下旬から開花が確認された。実際

に訪花昆虫を採集したところ，ハチ目，ハエ目，チョウ目に属する３目，７科，１３種が

認められた。その内，最も飛行距離が長いと思われるものはオオスズメバチで最大 5 km程
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度と考えられている。 

４．筑波近辺におけるユーカリ花粉虫媒の可能性調査 

 筑波近辺に植栽されているユーカリについては，今年度開花は認められなかった。しか

し，着花及び結実種子が認められることから，今年は冬の低温で開花に至らなかった可能

性が考えられる。また，参考として調査したE. robustaでは多くの訪花昆虫が認められ，最

大飛行距離（約 5 km）を有するものとしてオオスズメバチが採集された。しかし，つくば

市内にユーカリを植栽した場合を考えると，現在の植栽地との間の距離が大きく（5～10 

km），個体数も少なく，また同種と比較すると交雑の可能性が低いため，植栽種をE. viminalis

以外とすることで，花粉虫媒による交雑の可能性は非常に低いと結論づけられる。 
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Ⅰ．調査目的 

 

ユーカリの交雑可能性に関する調査 

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）で

は、実用樹種であるユーカリの遺伝子組み換え体を作出し、植林現場あるいはそれに近

い環境での評価を研究している。本事業の実施にあたっては、開放系での植栽試験（2004

年 2 月 19 日に施行する遺伝子組換生物等の使用の規制による生物多様性の確保に関す

る法律に基づく第一種使用）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する必要があり、法律に基づく評価項目は、１）競合における

優位性、２）有害物質の産生性、３）交雑性、４）その他の性質となっている。 

平成 17 年度は、上記項目のうち、交雑性にかかわる性質として、昆虫によるユーカ

リの花粉媒介の可能性を明らかにすることを目的とし、実施するものである。 

 

 

Ⅱ．調査項目 

 

本年度に実施した調査項目を以下に示した。 

（１）ユーカリの花粉媒介を行う昆虫に関する文献調査  

（２）筑波近辺の昆虫の分布に関する文献調査  

（３）筑波近辺におけるユーカリの訪花昆虫に関する現地調査  

（４）筑波近辺におけるユーカリ花粉虫媒の可能性調査 
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Ⅲ．調査方法 

 

(１)ユーカリの花粉媒介を行う昆虫に関する文献調査  

ユーカリにおける訪花昆虫に関する文献調査を実施した。 

(２)筑波近辺の昆虫の分布に関する文献調査  

つくば市近辺における昆虫の分布および特徴に関する文献調査を実施した。 

（３）筑波近辺におけるユーカリの訪花昆虫に関する現地調査 

つくば市近辺に植栽されているユーカリの生育状況および開花状況確認調査は、以下

に示す日程で実施した。訪花昆虫の現地調査も実施したが、調査期間中に開花が確認さ

れなかったため、花粉媒介昆虫の特定はできなかった。 

 

現地調査日程 

①平成 17 年 9 月 1・2 日、②10 月 3～5 日、③10 月 31 日・11 月 1 日、④平成 18 年 1

月 6 日、⑤2 月 20・21 日 

 

そこで、参考として、(株)環境総合テクノス生物環境研究所（宇治市）敷地内に生育

するユーカリ（Eucalyptus robusta）について、訪花昆虫調査を実施した。  

 

（４）筑波近辺におけるユーカリ花粉虫媒の可能性調査 

図－１に示す流れで、つくば近辺に生育するユーカリ（Eucalyptus viminalis）の花粉

虫媒の可能性を明らかにするために、つくば近辺のユーカリ（Eucalyptus viminalis）の

開花時期、および予測される訪花昆虫種の行動範囲から、植栽試験地のユーカリとの交

雑の可能性を検討した。 
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した。
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Ⅳ．調査結果 

 

(１)ユーカリの花粉媒介を行う昆虫に関する文献調査  

ユーカリの主要樹種について、訪花昆虫に関する文献調査を実施した。その結果、国

内においてはユーカリに関する研究は非常に少なく、特に訪花昆虫については以下の２

つの文献が見つかったのみである。その概要を表-１に示した。 

 

 

表－１  ユーカリの訪花昆虫に関する文献調査結果 

文献① 「西表島に植栽したユーカリノキ属の着花状況」（2002、植木忠二・森俊人） 

材木の育種「特別号」２００２、P18-21 

対象種 訪花昆虫 その他関連する知見 

E. Deglupta 

（ｶﾒﾚﾚ） 

ｴｻｷﾐﾂﾊﾞﾁﾓﾄﾞｷ（膜翅目ﾑｶｼﾊﾅﾊﾞﾁﾞｷ科） 

E. Maidenii 

（ﾏｲﾃﾞﾆｰﾕｰｶﾘ） 

ｺｶﾞﾀｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ（膜翅目ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ科） 

ｽｽﾞﾒｶﾞ（鱗翅目）の一種 

・樹種により訪花昆虫相が異な

った。・材木育種センター西表

熱帯林育種技術園におけるユ

ーカリ属 31 種のうち 5 種に着

花が認められた。・自殖と思わ

れるが、種子の稔性はかなり高

かった。 

 

 

文献② 「西表島に導入されたウロフィラユーカリの開花、受粉ならびに人工授精に

関する研究」（2004、Parlindungan Tambunan）  

対象種 訪花昆虫 その他関連する知見 

E. urophylla 

（ウロフィラユーカ

リ） 

ｷｵﾋﾞｴﾀﾞｼｬｸ、ｼﾛｽｼﾞﾋﾄﾘﾓﾄﾞｷ、ｺｳﾄｳｼﾛｼﾀｾ

ｾﾘ（鱗翅目 30%）、ﾂﾔﾊﾅﾊﾞﾁ，ｾｲﾖｳﾐﾂﾊﾞﾁ､

ｱｼｾｼﾞﾛｸﾏﾊﾞﾁ、ｷﾏﾀﾞﾗﾊﾅﾊﾞﾁ、ｸﾛﾔﾏｱﾘ、ｱｶ

ｱｼｾｼﾞﾛｸﾏﾊﾞﾁ(膜翅目 50%)、双翅目 6～

11%)、 

その他ｶﾌﾞﾄﾑｼ(甲虫目)、鳥が 7%を占め

た。 

 

・雌雄同体、受粉準備が整う

と蜜を分泌。・蜜の生成量は

１花当たり 1 日 48～190μ

ℓ。・82 種の訪花昆虫確認。 
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海外文献に関しては、以下のとおりである。 

 

文献③ 「Pollinators in seed orchards of Eucalyptus nitens (Myrtaceae)」 

（2004、A.B.Hingston,P.B.McQillan and B.M.Potts 

対象種 訪花昆虫 その他関連する知見 

E. nitens  

(Sining Gum) 

Ｅ．nitens 樹木園に 18 種の訪花昆虫を

確認。 

ﾐﾂﾊﾞﾁ類 5 種、ｷﾊﾞﾁ類 3 種、ﾁｮｳ類 4

種、ｺｳﾁｭｳ類 6種。 

ユーカリ E. nitens には多く

の訪花昆虫が確認されたが、

特に多かった Apis mellifera 

L. (ﾖｰﾛｯﾊﾟﾐﾂﾊﾞﾁ)について

は、花に恒常的に誘引される

わけではなかった。 

 

 

 

文献④ 「Pollinators service provided by various size classes of flower 

visitors to Eucalyptus globulus ssp. globulus (Myrtaceae)」 

（2004、A.B.Hingston, B.M.Potts and P.B.McQillan  

対象種 訪花昆虫 その他関連する知見 

E. nitens  

(Sining Gum) 

蜜を消費する多くは、昆

虫であり、最も多かった

のは Apis mellifera L. (ﾖｰﾛ

ｯﾊﾟﾐﾂﾊﾞﾁ)であった。 

樹上 5m範囲内において Apis mellifera L. (ﾖ

ｰﾛｯﾊﾟﾐﾂﾊﾞﾁ)は、最大の結実量に対する寄与

率が 20%以下であった。本種は効果的な受

粉者とはいえなかった。鳥やさらに小さな

昆虫はもっと低い寄与率であった。より高

い位置での蜜の利用者は、訪花鳥類であっ

た。 
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(２)筑波近辺の昆虫の分布に関する文献調査  

つくば市近辺における昆虫の分布に関する文献調査を実施した。つくば市にある、ゆ

かりの森昆虫館にて、以下の文献を入手した。また同施設の植村研究員からユーカリに

訪花する昆虫についてヒヤリング調査を実施し、その概要を表－２に示した。 

 

表－２   筑波近辺の昆虫文献結果 

文献名 「茨城県の昆虫」（1993 年、水戸市立博物館発行） 

概要 合計 27 目 389科 4,695 種が記載されている。 

◆水戸市周辺平野部の昆虫

相を概観して（成田 行弘） 

「茨城県土は千葉県、沖縄県

に次ぐ低標高県であり、平野

部の占める割合が高く、山が

少ない。平野部には標高 30 m

程の台地と 5 m 程の台地が大

小の河川にはさまれ、分布す

る。台地周辺には湧水が発達

し、多様な水環境に生息する

昆虫類が多く見られる。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーカリの訪花昆虫として考えられる訪花昆虫 ヒヤリング結果 

ｺｳﾁｭｳ目（鞘翅目）・・・ｶﾌﾞﾄﾑｼ、ｸﾜｶﾞﾀﾑｼなど。 

ﾊﾁ目（膜翅目）・・・ｱﾘ類：蜜のみ利用。花粉や柱頭にはふれない。 

        ｶﾘﾊﾞﾁ類・ﾊﾅﾊﾞﾁ類：花粉と蜜利用。ﾐﾂﾊﾞﾁ、ﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁなど。 

ﾊｴ目（双翅目）・・・口器が未発達。花粉と蜜利用。花粉や注頭にはふれない。ﾊ

ﾅｱﾌﾞ類・ﾊｴ類。 

ﾁｮｳ目（鱗翅目）・・ﾁｮｳ類：ｶﾞ類：口吻はｽﾄﾛｰ状、蜜のみを吸う。 

 

目 科数 種数
トビムシ目 11 71
カマアシムシ目 2 18
コムシ目 3 7
イシノミ目 1 2
シミ目 1 2
カゲロウ目 9 48
トンボ目 11 90
カワゲラ目 8 39
ゴキブリ目 3 5
カマキリ目 1 5
シロアリ目 1 1
バッタ目 12 100
ナナフシ目 1 3
ハサミムシ目 4 6
ガロアムシ目 1 1
チャタテムシ目 10 23
ハジラミ目 1 1
アザミウマ目 4 53
カメムシ目 70 423
アミメカゲロウ目 7 19
コウチュウ目 96 1913
ハチ目 26 308
シリアゲムシ目 1 5
ノミ目 1 1
ハエ目 34 213
トビケラ目 15 54
チョウ目 55 1284

total 389 4695
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（３）筑波近辺におけるユーカリの訪花昆虫に関する現地調査 

つくば市周辺のユーカリの訪花昆虫調査を行う前に、つくば市近辺に生育するユーカ

リ樹木の分布調査および開花状況調査を実施した。その結果、ユーカリは、つくば周辺

では下記の４地点に生育することが確認された。各地点のユーカリの生育状況を表－３

に示した。 

８月の現地調査時点では、日立電線（株）土浦工場構内緑地において、ユーカリ 19

本を確認し、生育するユーカリの本数が最も多い地点であった。新治村役場敷地内にお

いてはユーカリ１本を確認した。いずれも同種であることが判明したが、種名は当初判

明されなかった。また、大部分の個体に花芽が多数確認されたが、開花している個体は

確認されなかった。いずれの地点も、これら樹木の多くは成木であり、野外に生育する

ことから、種の同定のための標本を採取し、以降、開花状況の確認調査を毎月実施した。

なお、９月に国立科学博物館付属筑波実験植物園の岩科研究員により、上記のユーカリ

は Eucalyptus viminalis：ﾏﾝﾅ ｶﾞﾑと同定された。 

国立医薬品食品衛生研究所筑波薬用植物栽培試験場内のユーカリ（Eucalyptus 

citriodora：ﾚﾓﾝﾕｰｶﾘ）および国立科学博物館付属筑波実験植物園のユーカリ（E. 

citriodora：ﾚﾓﾝﾕｰｶﾘ、E. microcrys：ﾀﾛｰｳｯﾄﾞ）はともに温室内に生育し、剪定管理を行っ

ていることから、訪花昆虫による繁殖の可能性はないと判断された。 

 

 

表－３ つくば市周辺に生育するユーカリの生育状況 

確認地点 種名 生育状況 繁殖の可能性 

日立電線（株）

土浦工場構内緑

地 

ﾏﾝﾅ ｶﾞﾑ 

Eucalyptus viminalis 

ユーカリ 16 本

および伐採木

からの萌芽個

体 3本を確認し

た。 

成木であり、繁殖の

可能性あり。開花時

期の確認が必要。 

新治村役場内 ﾏﾝﾅ ｶﾞﾑ 

Eucalyptus viminalis 

ユーカリ１本

を確認 

成木であり、繁殖の

可能性あり。開花時

期の確認が必要。 

国立科学博物館

付属筑波実験植

物園 

ﾚﾓﾝﾕｰｶﾘ 

Eucalyptus citriodora 

ﾀﾛｰｳｯﾄﾞ 

E．microcrys 

ガラス温室内

に植栽。開花は

確認されてい

ない。 

訪花昆虫の可能性が

ほとんどないと判断

された。 

 

国立医薬品食品

衛生研究所 筑

ﾚﾓﾝﾕｰｶﾘ 

Eucalyptus citriodora 

・温室内で、低

木に維持する

訪花昆虫による繁殖

の可能性はないと判
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波薬用植物栽培

試験場内 

剪定管理を行

っている。 

断された。 

 

 

① 日立電線（株）構内緑地における調査結果 

現地調査で確認したユーカリは、表－4 に示すとおり、Eucalyptus viminalis であり、

枯死木を除き、さらに伐採木からの萌芽枝 3個体を含むと、合計 19個体のユーカリの

生育が認められた。萌芽木を除く 16 本のユーカリの平均胸高直径は 36.1 cmとなり、

平均樹高は 17.1 ｍであった。胸高直径が 50 cm以上ある大径木は 3本もあり、最大値

は 75 cmと、樹木サイズから、これらのユーカリは植栽からかなりの年数がたっている

ものと思われた。また、成木 16 本全てに花芽が確認されたことから種子生産可能な成

熟個体と確認された。しかし、林床に種子由来の実生は認められず、種子生産が行われ

ているにもかかわらず、次世代は更新していないことがわかった。 

工場の管理者からの話によると、風害で倒伏する恐れがあるため、平成 17 年春季に

ユーカリの大径木を数本伐採したそうで、今回の調査では、この伐採木からの萌芽枝が

3 本確認されている。 

現地調査の結果、８月に花芽を確認した以降、翌年 2 月 21 日調査時点までの期間中

には、いずれの樹木も花芽は膨らんでいるにもかかわらず、開花は認められなかった。 
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表－４ 日立電線土浦工場内のユーカリの毎木調査

および開花状況確認結果（平成 17 年度） 

2006年1月6日 2006年2月21日
調査時期 2006年11月1日 2006年1月6日 2006年2月21日

Ｎｏ． 種　　名 胸高直径(cm) 樹高(m) 花芽状況 開花状況 結実跡 開花状況 開花状況 開花状況

1 Eucalyptus　viminalis 30.0 20.0 ○ × × × ×

2 Eucalyptus　viminalis 30.0 18.0 ○ × ◎ × × ×

3 Eucalyptus　viminalis 25.0 15.0 ○ × × × ×

4 Eucalyptus　viminalis 75.8 20.0 ○ × ◎ × × ×

5 Eucalyptus　viminalis 47.8 13.0 ○ × × × ×

6 Eucalyptus　viminalis 71.7 15.0 ○ × × × ×

7 Eucalyptus　viminalis 15.0 12.0 ○ × × × ×

8 Eucalyptus　viminalis 52.5 6.0 ○ × × × ×

Eucalyptus　viminalis 15.0 枯死 　 　 　 　

9 Eucalyptus　viminalis 15.0 13.0 ○ × × × ×

10 Eucalyptus　viminalis 31.8 22.0 ○ × × × ×

11 Eucalyptus　viminalis 57.3 22.0 ○ × ◎ × × ×

12 Eucalyptus　viminalis 31.8 20.0 ○ × × × ×

13 Eucalyptus　viminalis 47.8 22.0 ○ × ◎ × × ×

14 Eucalyptus　viminalis 60.0 23.0 ○ × × × ×

15 Eucalyptus　viminalis 50.0 20.0 ○ × × × ×

16 Eucalyptus　viminalis 25.0 18.0 ○ × × × ×

17 Eucalyptus　viminalis 2.0 2.5 × × × × ×

18 Eucalyptus　viminalis 1.5 1.3 × × × × ×

19 Eucalyptus　viminalis 0.7 0.5 × × × × ×

平均 34.3 17.4

平均値に関しては17,18、19の萌芽木は除く。

2005年10月2日 2005年10月4日
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図－2 日立電線土浦工場敷地内のユーカリの胸高直径階分布 
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日立電線土浦工場敷地内 

   ・茨城県土浦市木田余町 3550 番地

 ・つくば市より東約１０キロ 

写真－１ 南西方向から日立電線土浦工

場敷地内のユーカリを撮影。 

写真－２ 日立電線土浦工場敷地内か

らユーカリを撮影。 

写真－３ 日立電線土浦工場敷地内の

丘陵斜面 に 植栽さ れ た ユ ー カ リ

（Eucalyptus viminalis） 。 

写真－４ ユーカリ（Eucalyptus ｖｉｍｉｎａｌｉｓ）

の花芽状況（H18.1.6撮影）。 

写真－５ 伐採木から出現したユーカリ

（Eucalyptus viminalis） の萌芽枝。 
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②新治村役場における現地調査結果 

新治村役場における現地調査の結果、確認されたユーカリは 1個体のみであり、日立

電線構内のユーカリと同じ Eucalyptus viminalis であった。胸高直径は 52 cm、樹高は 20 

mの大径木であり、９月時点で花芽をつけていた。林床には実生はみられなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新治村役場敷地内 

  ・茨城県新治郡新治村藤沢 975 番地

  ・つくば市より北東約６キロ 

写真－8 ユーカリ（Eucalyptus viminalis）の

花芽状況（H18.1.6 撮影）。 

写真－7 ユーカリ（Eucalyptus viminalis）の

樹高測定状況（H18.1.6 撮影）。 

写真－6 ユーカリ（Eucalyptus viminalis）の

花芽状況（H18.1.6 撮影）。 
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（４）筑波近辺におけるユーカリ花粉虫媒の可能性調査 

つくば市近辺においてユーカリの花粉虫媒の可能性についての検討を行った。 

その結果、つくば市に生育するユーカリのうち、着花、結実を行う成熟個体の分布を、

図－３に示した。ユーカリの Eucalyptus viminalis は、植栽試験地から 5～10 kmの地域に

生育が確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーカリ生育地 

（新治村役場）

ユーカリ生育地 

（日立電線土浦工場）

植栽試験地

5km圏内

10km圏内

図－3  筑波近辺のユーカリ生育確認地点図 
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＜参考＞ 

（５）生物環境研究所に生育するユーカリ Eucalyptus robusta 訪花昆虫調査結果 

Eucalyptus robusta の開花時期 

当社の圃場に植栽されたユーカリについて、開花状況の追跡調査を行った。その結果、

生育木 39 本のうち 10 本が着花しているのを確認した。開花の始まりは 10 月下旬で、

秋季から冬季（２月頃）にかけてまで開花が確認された。本種ユーカリ Eucalyptus robusta

の原産地オーストリアにおける開花時期と一致しており、開花時期に関する性質は日本

においても変化しない可能性が高いと考えられた。開花期間は、個体によりばらつきは

みられたが、約２～３ヶ月間と長く、樹高サイズの大きい個体ほど着花数が多かった。 

写真－10 ユーカリ（Eucalyptus robusta）の開花状況

（H17.11.6撮影）。 

写真－9 生物環境研究所に植栽されたユーカリ

（Eucalyptus robusta）。 
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柱頭基部に蜜を分泌

本年度の花 

昨年度の果実

写真－11 ユーカリ（Eucalyptus robusta）の

開花状況（H17.11.6撮影）。 

写真－12 ユーカリ（Eucalyptus robusta）の

花 の 拡 大 （ お し べ の 集 合 体 ）

（H17.11.6撮影）。 

写真－13 ユーカリ（Eucalyptus robusta）の

開花状況（H17.11.6撮影）。 

写真－11 ユーカリ（Eucalyptus robusta）の

開花状況（H17.11.6撮影）。 
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上記の開花時（11 月）に訪花昆虫調査を実施し、出現した昆虫種のリストを表－５に

示した。 

訪花昆虫調査の結果、確認された昆虫種は、３目７科 13 種の種であった。ハチ類が

最も多く（７種類）訪花し、特に大型のスズメバチと、小型のミツバチが多くみられた。

これらの写真は、巻末資料に示した。 

訪花昆虫に関しては、筑波近辺においては、先の「茨城県の昆虫」によれば、オオマ

メヒラタアブとツマグロコシボソハナアブ以外は記載されており、筑波近辺においても

ほぼ同様の訪花昆虫の出現が予測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－５ 訪花昆虫の出現リスト 

（調査日：平成 17 年 11 月 24～27 日） 

No. 目 科 和名 種（学名）

1 ﾊﾁ（膜翅目） ﾊﾊﾞﾁ ﾆﾎﾝｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ Athalia japonica (Klug)

2 ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ｵｵｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ Vespa mandarinia japonica Radoszkowski

3 ｸﾛｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ Vespula flaviceps lewisii Cameron

4 ｺｶﾞﾀｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ Vespa analis  Fabricius

5 ｷｲﾛｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ(ｹﾌﾞｶｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ) Vespa simillima Smith

6 ﾐﾂﾊﾞﾁ ﾆﾎﾝﾐﾂﾊﾞﾁ Apis cerana japonica Radoszkowski

7 ｾｲﾖｳﾐﾂﾊﾞﾁ Apis mellifera Linnaeus

8 ﾁｮｳ(鱗翅目） ｱｹﾞﾊﾁｮｳ ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ Graphium sarpedon nipponum (Fruhstorfer)

9 ｼｼﾞﾐﾁｮｳ ﾑﾗｻｷｼｼﾞﾐ Narathura japonica (Murray)

10 ｽｽﾞﾒｶﾞ ﾎｼﾎｳｼﾞｬｸ Macroglossum pyrrhosticta Butler

11 ﾊｴ（双翅目） ﾊﾅｱﾌﾞ ｵｵﾏﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ Allograpta javana (Wiedemann)

12 ﾎｿﾋﾗﾀｱﾌﾞ Episyrphus balteatus (de Geer)

13 ﾂﾏｸﾞﾛｺｼﾎﾞｿﾊﾅｱﾌﾞ Allobaccha apicalis (Loew)
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これら訪花昆虫の生態的特性のうち、飛翔距離についての文献調査結果を表－６に示

した。 

最も飛翔距離の長い昆虫種は、オオスズメバチで、4.8 km に及ぶ記録がある。スズ

メバチ類は越冬時期も多種に比べて遅く、ユーカリの花粉を最も遠く運搬し、媒介する

可能性が高いと推測された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

行動範囲

目 科 和名

ﾊﾁ ﾊﾊﾞﾁ ﾆﾎﾝｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ ヒラタハバチ科のタカネヒラタハバチ（年１化性）ではハイマツの被害分
布拡大の速度が年間300～500mとされる。

ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ｵｵｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ 餌場から巣までの距離は、多くは1㎞以内だが、4.8㎞に及ぶという記録
がある。

ｸﾛｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ 餌場から巣までの距離は、多くは100～400mまでだが、最長で980mに
及ぶという記録がある。

ｺｶﾞﾀｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ 女王蜂の巣から越冬場所までの移動距離は50～1100mという。餌場か
ら巣までの距離は、多くは1㎞以内でだが、２～３㎞に及ぶという。

ｷｲﾛｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ(ｹﾌﾞｶｽｽﾞﾒﾊﾞ
ﾁ)

女王蜂の巣から越冬場所めでの移動距離は20～1200mという。餌場か
ら巣までの距離は、多くは1㎞以内であったが、5.2㎞に及ぶという記録
がある。

ﾐﾂﾊﾞﾁ ﾆﾎﾝﾐﾂﾊﾞﾁ 採餌距離は2.2㎞という研究結果がある。

ｾｲﾖｳﾐﾂﾊﾞﾁ 約４㎞（最大７㎞は可能と推定される）で、巣箱から蜜源まで２㎞前後の
移動が多い。

ﾁｮｳ ｱｹﾞﾊﾁｮｳ ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ アゲハチョウ科のギフチョウのマーキング調査で、500～1600mを移動し
たという記録がある。

ｼｼﾞﾐﾁｮｳ ﾑﾗｻｷｼｼﾞﾐ シジミチョウ科のｳﾗﾅﾐｼｼﾞﾐは、越冬個体が越冬地から23㎞は移動する
と推定されている。

ｽｽﾞﾒｶﾞ ﾎｼﾎｳｼﾞｬｸ ホウジャクは西ヨーロッパでは、春にきまって北に移動する渡り種で、秋
にはピレネーを越えて南に移動するのが観察されている。

ﾊｴ ﾊﾅｱﾌﾞ ｵｵﾏﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ 不詳

ﾎｿﾋﾗﾀｱﾌﾞ ネパールにおいて、海抜約１万2000フィートの峠を越えて飛んでいった
のを英国エベレスト隊隊員の観察例がある。

ﾂﾏｸﾞﾛｺｼﾎﾞｿﾊﾅｱﾌﾞ 不詳

訪花昆虫種

表－６ 昆虫種の飛翔距離についての文献調査結果 
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以上の結果をもとに、ユーカリの花粉虫媒の可能性を検討した。 

 

ユーカリの多くは、花が蜜を分泌し、その蜜、花色に誘引されて、ﾐﾂﾊﾞﾁなどの昆虫

類、鳥類が訪花し、他の樹木や他の花に花粉を媒介しているといえる。しかし、今回植

栽試験地から、ユーカリ（Eucalyptus viminalis）の生育地は 5 km以上の距離があり、予測

された訪花昆虫の飛翔距離が 5 km 未満であることから、花粉媒介の可能性は低いとい

える。ただし、ユーカリ（Eucalyptus viminalis）の開花は、夏季から冬季には確認されな

かったことから、おそらく春先であろうと推測され、春先の花粉媒介の可能性が残され

るが、先の論文から訪花昆虫の種子結実への貢献度は低く、交雑を行う確率は非常に少

ないといわれていることからも、花粉媒介の可能性はほとんどないと予測される。 
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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 

 

E-1 ユーカリ精英樹の乾燥・塩害地における挙動解析 

 

1. 概要  

 本プロジェクトにおいては、産業的に有用な樹木（ユーカリ）を対象として、乾燥・塩

害などの生育不適環境での植生拡大を可能とする樹木の創生を目指している。しかしなが

ら、樹木は永年生物でありサイズも大きく、作物のような育種は困難である。さらに、同

一品種であっても遺伝的に多様であり、環境に対する耐性や二酸化炭素固定能力は各個体

において差があることが知られている。これらの要因から、樹木における生理学的な解析

は行なわれていない。そこで、本課題においては、樹木、特にユーカリを用いて、従来不

可能であった生理学的な解析を行なう手段として、クローン苗を用いた検証林を作成と、

それらによる植栽試験を行うこと目的とした。 

 

序論 

 地球環境問題の中でも、砂漠化は重大な問題の一つである。国連環境計画（UNEP）の報

告書によれば、乾燥地の農地の約７０％で荒廃が進み、世界の人口の６分の１が直接その

影響を受けている。砂漠化は一国、一地域を越えて世界全体に影響が及んでいる。さらに、

これらの砂漠化は、植物の生育可能地域を大幅に減少させ、二酸化炭素吸収源を減少させ

ている。本プロジェクトの課題である二酸化炭素吸収源の拡大のためには、砂漠化の抑制、

及び乾燥地における植生拡大は重要な課題である。 

 近年の砂漠化を引き起こした要因としては、広大な農地の造成といった過剰な開発や大

量の地下水のくみ上げなどの環境資源の無謀な利用が知られている。これらは、一時的に

地域の経済活動を活性化するものの、環境に与える付加も大きく、環境の回復力を超えた

破壊を連鎖的に引き起こした。これらの開発を、一方的に抑制・禁止することによる環境

保全は、理論上可能である。しかしながら、開発や資源の利用は経済活動と密接な関係に

あり、このような無謀な開発抑制や環境保護は、地域住民の生活を無視したものであり持

続が困難である。そのため、環境保護と資源開発が共存できる持続可能な可能性を見出す

ことが強く望まれており、本プロジェクトの命題である。 

 本プロジェクトにおいては、これらの解決手段として、乾燥地における植林事業の展開・

拡大による経済活動と環境保護を両立させた持続可能な植生拡大を目指している。しかし

ながら、乾燥地での植林事業における情報・知見は乏しく、乾燥地での効率的な植林事業

の実現のためには、乾燥地にも応用可能な植林技術の開発、及び情報・データの収集が必

須となっている。本研究においては、産業的に有用なユーカリを植栽している植林事業現

場において実験林を作成し、乾燥地にも応用可能な植林技術の開発、及び、必要となる情
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報を収集することを目的とした。 

 

植栽地 

 植栽地としては、西豪州の州都であるパースより南に約 300km のコリー近郊を選定した。

西豪州は、南北 2400km、東西 1600km の広大な台地と多種多様な気候に恵まれ、北部は熱帯

モンスーン気候や、沿岸沿いに野亜熱帯気候、内陸部の乾燥地帯を有している。南部の内

陸は、平均降雨量 250ｍｍ以下の地域が多く、牧畜に利用されている。植栽を行なった地域

は、年間降水量 600mm程度と推定される地域である（図１）。 

                  

図１．植栽地の位置と平均降雨量 

 

西豪州では、サイクロンの余波をよく受けるため、明確な乾季が存在しない。そのため、

降雨量 250ｍｍ程度の地域の乾季においても若干の降水は期待できる。しかしながら、それ

らにも年較差があり、降水量が少ない年がある。降水量の少ない年には、生育した樹木間

で水の取り合いが生じるためか、一部の樹木が枯死してしまうことが知られている。 

また、半乾燥地域に属すると考えられている降雨量 500ｍｍ程度の地域においても、同様

である。これらの地域においては、部分的にドラウトの被害が生じることから、降雨量の

みでなく土壌層などが強く影響を与えていると考えられる。それらの不良地においては、

植栽は可能ではあるものの、生育は乏しい。また、植栽密度などを低密度に抑える必要が

あり、単位面積あたりの二酸化炭素固定能力は低くなっている。このような地域において、
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他の良好地と同レベルの二酸化炭素固定を維持する事が可能となれば、砂漠化抑制の一助

となりうると考えられる。そこで本年度は、良好地、乾燥（ドラウト）被害地、塩害地の

３地区に同一遺伝子を有するユーカリ苗を植栽し、影響を調査することとした。 

 

土壌調査 

植栽地としては、良好地（20ha）、乾燥（ドラウト）被害地(5ha)、塩害地(5ha)の３地区

で合計 30ha の植栽を予定した。植栽に先立ち、GTS を用いて、正確に栽培面積を測定し植

栽地を決定した。乾燥被害地としては、前年に被害を受けた地域を選定した。この地域に

おいては、被害により枯死した樹木を重機により排除し（図２）、土地を開墾して使用する

こととした（図３）。 

 

図２．重機により、乾燥被害により枯死した樹木を伐採する 

 

図３．クリアリング後の地区 
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これらの地域における土壌を調査するため、各地区において重機（400mm幅のバ

ックホー）を用いて（図４）、土壌調査用のサンプリングを行った。具体的な結果

を以下に示す。 

良好地の土壌調査 

良好地では 10箇所において、サンプリングを行った。ほとんどの箇所で、表層で

は茶色の粒上を示しており、次の層は２０％以上の鉄鉱石砂利を含み 400mm～

700mm に達していた。さらに次の層は 3500mm 程度まで達している。これらの

層は中軽度の粘土を含んでおり、やわらかく湿気を含んだ土壌であった。幾つか

の箇所で、深さ 3.5m 付近で風化した石が見られたが、栽培には問題が無いと思わ

れた。図４にサンプルの写真を添付する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

図４A．土壌層 図４B. サンプル（左より、深さ 100、400、

 1300、2200、3200、3600mm のサンプル） 

乾燥被害地の土壌調査 

この地域は、過去２年間に乾燥被害により枯死した地域より選定され、不連続な

３地区に分かれている（合計 5ha）。各地区において１箇所のサンプリングを行っ

た。これらの地区では、すべての箇所において土壌層は薄く、中重度の粘土層か

らなっている。また、深さ 1000～3000mm程度で、硬い岩にぶつかりそれ以後の

サンプリングは困難であった。図 5、土壌層とサンプルの写真を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5A．土壌断面      図 5B．土壌サンプル 

塩害地での土壌調査 

 この地域では、3箇所においてサンプリングを行った。各箇所とも、根に障害がない粘土



 

層とやわらかいローム層からなっていた。しかし、電気伝導度は非常に高かった。生育に

障害が生じるのは、これらの塩濃度と考えられる。図 6 に土壌層とサンプルの写真を添付

する。 

 

 

 

 

 

 

図 6A．土壌断面      図 6B．土壌サンプル 

 

 

整地 

 土壌調査後、整地し苗を移植するための畝を作った（図 7）。 

 

図 7． 

 

植栽 

 植栽する樹種としては、日本製紙株式会社森林科学研究所において選抜した３系統のユ

ーカリ（Eucaluptus globulus）精英樹を用いた。それらは、乾燥耐性を有すると考えられ
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る耐乾燥性系統（M001）、塩害地での生育が期待される耐塩性系統（M075、高成長性であり

二酸化炭素の高吸収が期待される NP１の精英樹を３系統である。それらの苗は、独立栄養

培養技術で増殖し、７月及び８月に植栽された（図 8、図 9）。 

 

図 8．乾燥被害地における植栽の様子 
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図 9．塩害地における植栽の様子 

植栽本数 及び、植栽地 

 

*1 Area =  Approximate Area Only  (BTP arrange for the area to be at least 30.3ha) 

Site Soil Type Area*1 sph*2 Seedling type*3 Remark 

Maringee A Deep Soil 20.1ha 800 
NP1 10ha, M001 5ha 

M075 5ha, Control 0.1ha 

New planting at 

suitable soil 

Maringee B 
Shallow Soil 

Salinity Area 
5.1ha 800 

NP1 1ha, M001 2ha,  

M075 2ha, Control 0.1ha 

New planting at 

unsuitable soil 

Honey A Shallow Soil 3.03ha 800 
NP1 0.6ha, M001 1.2ha, 

M075 1.2ha, Control 0.03ha 

Honey B Shallow Soil 1.03ha 800 
NP1 0.2ha, M001 0.4ha, 

M075 0.4ha, Control 0.03ha 

Honey C Shallow Soil 1.03ha 800 
NP1 0.2ha, M001 0.4ha, 

M075 0.4ha, Control 0.03ha 

Re-planting at 

drought damaged 

Area 
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    図 10A.乾燥被害地における生育状況 （１月） 
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*2 sph =   Stems Per Hectare 

*3     Each seedling type shall be planted in their own complete allocated area 

 

生育状況 

 本年度は、例年に比較し降雨量が多く、順調な生育を示した。 

気象概要 

 降水量 （過去平均） 年累計（過去平均） 差違 

７月  52mm (116mm) 497mm (356mm) +141mm 

８月  88mm (88mm)  585mm (444mm) +141mm 

９月 112mm (65mm)  697mm (509mm) +188mm 

１０月 46mm (36mm)  743mm (545mm) +197mm 

１１月 36mm (19mm)  779mm (564mm) +214mm 

１２月 23mm (25mm)  802mm (589mm) +213mm 

１月 30mm (16mm)  30mm (16mm)  +14mm 

２月 2mm (11mm)  32mm (27mm)  +5mm 

３月 8mm (26mm)  40mm (53mm)  -13mm 

*過去の平均は 1996-2005 年の 10 年平均 

また、大阪大学によりこれらの植栽木の水分利用に関する調査を２度行っている。各地区

の生育状況を以下に記す。 



 

 

    図 10B. 乾燥被害地における生育状況 （１月） 

 

 

 

  図 11A. 塩害地における生育状況 (1月) 
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  図 11B. 塩害地における生育状況（１月） 

 

 

 

 

図 12.乾燥地における生育の様子 

 

考察 

 本課題において、本年度は西豪州に 30ha のユーカリ精英樹の植栽を行った。ユーカリ精

英樹クローン苗は遺伝的に同一であるため、各地域における差異が明確になると考えられ

る。これらの差異を明確にすることは、今後の乾燥地の植栽技術の確立に多くの知見をも

たらすと考えられる。 
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 来年度は、本年度植栽した各地区の生育調査等を行うことを予定している。さらに、半

乾燥地における植栽密度に関する検討のための、新規な検証林の作成を予定している。乾

燥地での最適な植栽密度、植栽樹種を検討することにより、半乾燥地やドラウト被害地に

おける二酸化炭素固定力の増加することが可能となると考えられる。それらの知見が得ら

れることを期待している。 
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E-2 ユーカリ精英樹の生理生態学的特性のストレス環境への応答 

 

要約 

 地球環境問題の中でも、大気CO2濃度増加による温室効果は深刻な問題の一つである。こ

の問題の解決策として、伐採され減少した森林面積を植樹によって拡大し、樹木によるCO2

固定量を増やすという方法は単純かつ有効な手段である。しかし植栽面積を拡大しように

も、乾燥地や塩害地には従来の樹木種・品種を植栽することができなかった。日本製紙株

式会社森林科学研究所では、耐乾性・耐塩性の高いユーカリ（Eucalyptus globulus）精英樹

系統を選抜した。2005年7月、西オーストラリア州の南西部コリー近郊の乾燥地、塩害地お

よび良好地に植栽を行い、現在現場での栽培検証を行っている。しかしこれらの精英樹系

統の耐乾燥性・耐塩性の仕組みはまだ不明である。また将来どのようなパラメータを調べ

れば、容易に耐乾性・耐塩性の高い系統を選抜できるのかも未解明である。本研究では、

生理生態学的な手法を用いて、実験温室におけるユーカリ精英樹系統の稚樹の成長解析を

行うとともに、植栽現地での稚樹および成木を解析し、精英樹系統の耐乾性・耐塩性の仕

組みを明らかにすることを目的とした。(1) 植栽現地での調査： 2005年9月下旬（雨期の

終わり）と2006年2月中旬（乾燥する夏期の終わり）の２回、コリー近郊の植林地に赴き、

乾燥地、塩害地および良好地に植栽されている精英樹3系統（高成長性系統NP-1, ストレス

耐性系統M-001およびM-075）の葉の光合成速度、クロロフィル蛍光、水ポテンシャルを測

定した。これらの測定からストレス耐性系統では良好地でも不良地でも、過剰な光エネル

ギーを熱する変換効率が高く、また日中の葉の水ポテンシャルを下げていた。M-075系統で

は個体が非常に若い時期から成形葉を発達させていた。この成形葉では幼形葉に比べ、日

中の光合成速度の低下も小さく、熱変換効率も高かった。また測定した葉をサンプリング

し、葉の乾燥重量、窒素・炭素量、炭素安定同位体比を測定した。2005年9月下旬にサンプ

リングした葉ではこれらのパラメータは植栽区間に差がなかったが、系統間には差が見ら
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れた。(2) 稚樹の成長解析： 精英樹3系統（高成長性系統NP-1, ストレス耐性系統M-001

およびM-075）を、対照区、乾燥区、高塩濃度区でポット栽培し、2005年11月からサンプリ

ングと解析を始めた。一定期間ごとにサンプリングし、器官ごとの乾燥重量、葉面積、根

長などを測定した。これらから相対成長速度（RGR）、純同化率（NAR）、葉面積比（LAR）

などの成長解析パラメータを求め、系統間や栽培条件間で比較している。現在までの予備

的な結果ではストレス耐性の高い2系統では葉重比（LMR）が大きく、比葉面積（SLA）が

小さかった。サンプリングと成長解析が終わり次第、乾燥、高塩濃度下で精英樹系統のど

のパラメータ（特性）が優れているのかが明らかになると考えられる。 

 

 

序論 

 

 地球環境問題の中でも、大気CO2濃度増加による温室効果は深刻な問題の一つである。こ

の問題の解決策として、伐採され減少した森林面積を植樹によって拡大し、樹木によるCO2

固定量を増やすという方法は単純かつ有効な手段である。しかし植栽面積を拡大しように

も、乾燥地や塩害地には従来の樹木種・品種を植栽することができなかった。 

 ユーカリ属は最も種数が多く、多様性が高い樹木属であり、産業的に有用な種が多く20

以上の国でパルプ生産のための植栽が行われている（Doughty 2000）。オーストラリアでも

年降水量が700 mm以上の地域では植栽が盛んに行われている。しかし、オーストラリア内

で多くの面積を占める降水量の少ない地域の耕地や牧草地では、乾燥や塩害による被害が

多く報告され、樹木の植栽による土壌の正常化が強く求められている（Adams et al. 2005）。

しかし、産業的に有用なユーカリ（Eucalyptus globulus Labill.）は、それほど耐乾燥性、耐

塩性が高くなく乾燥地や塩害地の植栽には適していなかった。 

 日本製紙株式会社 森林科学研究所では、ユーカリ（E. globulus）の耐乾性・耐塩性の高
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い精英樹系統を選抜した。しかしこれらの精英樹系統の耐乾燥性・耐塩性の仕組みはまだ

不明である。また将来どのようなパラメータを調べれば、容易に耐乾性・耐塩性の高い系

統を選抜できるのかも未解明である。 

 本研究では、生理生態学的な手法を用いて、実験温室におけるユーカリ（E. globulus）精

英樹系統の稚樹の成長解析を行うとともに、植栽現地での稚樹および成木を解析し、精英

樹系統の耐乾性・耐塩性の仕組みを明らかにすることを目的とした。 

 

 

材料と方法 

 

材料 

 日本製紙株式会社により、選抜された高成長性を示すユーカリ（E. globulus）精英樹系統

（NP-1）と耐乾性・耐塩性の高い精英樹系統（M-001, M-075）を用いた。 

 

実施場所 

 オーストラリア西オーストラリア州コリー近郊のバンバリーツリーファームプロジェク

ト（BTP）の植栽地（2002年、2004年、2005年に植栽）において、生理生態学的な測定と葉

のサンプリングを、大阪大学豊中キャンパスのビニルハウス（大阪府豊中市待兼山町）に

おいて、稚樹を用いた成長解析を実施した。 

 

コリー近郊の植栽地と調査日程 

 日本製紙株式会社 森林科学研究所では、2005年7月、西オーストラリア州の南西部コリ

ー近郊の乾燥地、塩害地および良好地（各5.7 ha、4.3 ha、20 ha）に、高成長性を示す精英

樹系統（NP-1）と耐乾性・耐塩性の高い精英樹系統（M-001, M-075）を800本／haで植栽を
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行い、現在現場での栽培検証を行っている。また、2002年にもNP-1系統が良好地と普通地

に、2004年には、NP-1系統, M-001系統, M-075系統が良好地と不良地（乾燥地、塩害地）に

植栽されている。 

 雨が多い初春2005年9月28日と乾燥する夏の2006年2月15〜18日に現地調査を行い、測定

とサンプリングを行った。 

 

光合成測定 

 携帯型光合成測定装置（LI-6400, Li-Cor, USA）を用いて、2005年植栽地の良好地（Maringee 

A）および塩害地（Maringee B）において、各3系統の展開葉のガス交換速度を測定した。

LI-6400には上側が透明のチェンバーを用いたため測定光強度は現場に当たる光強度で測定

した。また葉温も外気温度に合わせるように設定した。 

 

クロロフィル蛍光測定 

 携帯式パルス変調型クロロフィル蛍光強度測定装置（Mini-PAM, Walz, Germany）を用い

て、2005年植栽地の良好地（Maringee A）および塩害地（Maringee B）において、各3系統

の展開葉の葉の熱変換効率の指標であるNon-photochemical quenching (NPQ)、さらに光化学

系IIの最大量子収率を示すFv/Fmを測定し、それぞれのクローン間で比較した。Fv/Fmは植

物が受けた光阻害の程度を示す指標であるといわれる。 

 

葉の水ポテンシャル測定 

 2005年植栽地の良好地（Maringee A）および塩害地（Maringee B）において、各3系統の

展開葉の昼間の水ポテンシャルをプレッシャーチェンバーを用いて測定した。 

 

葉のサンプリング 
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 2005年9月に、2002年に植栽された良好地のNP-1系統の葉をサンプリングした。このサイ

トでは樹高がおよそ8 m程度であったので、8 m, 5 m, 1 m前後の各高さの枝から葉をサンプ

リングした。8 m, 5 mの高さの枝では成形葉が、1 m前後の高さの枝からは幼形葉が付いて

いた。また光量子束密度計（Koito, Tokyo）を用いて高さ別の相対光強度を測定した。また

2005年9月には、2004年に植栽された良好地と不良地からNP-1系統, M-001系統, M-075系統

の3系統の葉をサンプリングした。このとき樹高は2 m弱であった。 

 2006年2月には、2005年の良好地と塩害地に植栽された3系統の展開葉、2002年に良好地

と不良地に植栽されたNP-1系統の展開葉をサンプリングした。 

 

葉の乾燥重量測定と炭素安定同位体測定 

 サンプリングした葉は現地の日本製紙株式会社森林科学研究所コリー分室内の70℃に設

定した乾燥機で１晩乾燥させ、さらに日本に持ち帰った後、70℃で2日間以上乾燥させた。

乾燥後、重さを測定し、単位面積あたりの葉の乾燥重量（Leaf mass per area: LMA）を求め

た。また乾燥葉の一部をスズ箔につつみ、京都大学生態学研究センター内にある炭素安定

同位体測定装置（Delta-S, Thermo, Germany）を用いて、炭素同位体比（13
C/

12
C）を測定した。

またDelta-Sに接続しているGas chromatographyで炭素量、窒素量を測定した。 

 

大阪大学豊中キャンパスでの稚樹の成長解析 

 RITE日本製紙分室において約4ヶ月間で作成されたNP-1系統（高成長性系統）, M-001系

統, M-075系統（耐乾性・耐塩性の系統）の苗（地上部高 約15–20  cm）を、2005年10月に

豊中キャンパスに設置したビニルハウス内のプラスティック製のワグネルポット（内直径 

15.9 cm, 内高 25 cm, ICW-1, ICM, つくば）に植え替えた。土壌は鹿沼土を用いた。 

 2005年11月30日からサンプリングと解析を始めた。１回目のサンプリング（2005年11月30

日に実施）の後に、栽培条件を対照区、乾燥区、高塩濃度区の3条件に分けた。対照区では。
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3月までは1週間に1回、500 mlの水道水、1ヶ月に１回、500 mlの2,000倍希釈のハイポネック

ス液を与え、4月からは1週間に2回、500 mlの水道水、1ヶ月に１回、500 mlの2,000倍希釈の

ハイポネックス液を与えた。乾燥区では、3月までは1ヶ月に１回、500 mlの2,000倍希釈の

ハイポネックス液を与え、4月からは1週間に1回、250 mlの水道水、1ヶ月に１回、500 mlの

2,000倍希釈のハイポネックス液を与えた。高塩濃度区では、3月までは1週間に1回、500 ml

の0.1 M NaCl水溶液、1ヶ月に１回、500 mlの2,000倍希釈のハイポネックス液を与え、4月か

らは1週間に2回、500 mlの0.3 M NaCl水溶液、1ヶ月に１回、500 mlの2,000倍希釈のハイポ

ネックス液を与えた。0.3 Mという濃度のNaCl処理はAdams et al. (2005)の方法と結果を参考

にした。 

 サンプリングはユーカリ（E. globulus）の成長具合を見ながら行っている。2005年11月30

日、2006年1月5日、2006年3月15日の３回実施し、この後2回行う予定である。サンプリン

グ時は、根を水道水で丁寧に洗い、葉、茎、根に切り分け、地上部高、地上部の根際直径、

最長根の長さを物差しとデジタルノギスで測定した後に、葉面積を測るために葉を複写し、

それぞれ70℃の乾燥機で3日間乾燥させた。複写した葉はスキャナを用いて144 dpiの条件で

デジタル化したのち、ソフトウェアJ-imageで葉面積を計算した。器官ごとの乾燥重量を測

定し、以下のような成長解析パラメータを求めている。 

 

 相対成長速度  RGR =
1

W

∆W

∆t
 

 純同化率   NAR =
1

LA

∆W

∆t
 

 葉面積比   LAR =
LA

W
 

 葉重比   LWR =
LW

W
 

 比葉面積   SLA =

LA

LW
=

1

LMA
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 根重比   RWR =

RW

W
 

 地上部／根重比  SRR =
LW + SW

RW
 

Wは植物個体重、tは時間、LAは葉面積、LWは葉重、RWは根重、SWは茎重を示す。 

 

 

結果と考察 

 

各植栽地でのユーカリの樹形 

 2002 年 7月に植栽されたユーカリ（E. globulus）は図１のように良好地では 8 m程度まで

成長していた。図１から分かるように、乾期である夏期の終わりである 2006 年 2月には樹

冠の下方の枝が枯れ上がっていた。また良好地の近くにある普通地（normal site）では良好

地ほどの成長を示さず、樹冠の下方ではまだ幼形葉が付いていた。 

 

  

図１ 西オーストラリア州コリー近郊の日本製紙株式会社の所有する植栽地。2002 年 7 月にユーカリ（E. 

globulus）NP-1 系統を植えた良好地である。左は 2005 年 9 月、右は 2006 年 2 月に撮影した。右図のよう

に高枝切り鋏で高さ別に葉をサンプリングした。 
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図２ コリー近郊植栽地のうち 2002 年 7 月にユーカリ（E. globulus）NP-1 系統を植えた普通地である。ど

ちらも 2006 年 2 月に撮影した。図１右と比較すると分かるように、土壌の状態でユーカリの成長が大きく

変わっている。右図は、普通地における土壌の様子。 

 

 2004 年に植栽された Maringee site における良好地の様子が図３である。まだ付いている

葉がほとんどすべて幼形葉なのが NP-1 系統であり、稚樹のときから成形葉をつけているの

がストレス耐性が高いと考えられているM-075である。付いている葉の形態だけではなく、

樹形がかなり異なるのがよくわかる。左図と右図とでは約 5ヶ月半経っているが、短期間

にかなり成長する。 

 

  

図３ 2004 年 7 月にユーカリ（E. globulus）NP-1 系統やストレス耐性が高いと考えられている M-001, M-075

などを植栽した良好地の様子。左は 2005 年 9 月、右は 2006 年 2 月に撮影した。 
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 2005 年 7月に植栽された Maringee の良好地（図４左）と塩害地（図４右）の様子が図４

である。「RITE の森」として NP-1 系統の他にストレス耐性の高いと考えられている M-001

系統と M-075 系統が植栽されている。図５で示したように各系統間には高さには大きな差

が見られないが、M-075 系統ではすでに幼形葉のほかに成形葉が発達していることがわかる。

一般的に、樹高が３－４ｍに到達すると幼形葉から成形葉に変化する。しかしながら、M-075

系統は樹高がかなり低い段階であっても、シュートの途中から成形葉をつけていた（図６）。 

 

  

図４ 2005 年 7 月にユーカリ（E. globulus）NP-1 系統やストレス耐性が高いと考えられている M-001, M-075

を植栽した良好地（左図）と塩害地（右図）の様子。どちらも 2006 年 2 月に撮影した。左図では RITE 植

物研究グループの宮澤研究員が Mini-PAM を用いて葉のクロロフィル蛍光を測定している。 

 

   

図５ 2005 年 7 月に植栽されたユーカリ（E. globulus）NP-1 系統（左図）、M-001 系統（中図）、 M-075 系

統（右図）。右図の M-075 系統のみ、このときすでに幼形葉だけではなく成形葉を付けていることがよくわ
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かる。 

 

 

図６ 2005 年 7 月に植栽されたユーカリ（E. globulus）M-075 系統のシュートの様子。シュートの途中で

葉が白っぽい幼形葉から、濃い緑色の成形葉に葉の発生が変化しているのがよくわかる。 

 

植栽地におけるユーカリ葉の形態的特徴 

 2005 年 9月と 2006 年 2月にそれぞれ各植林地の各系統の展開した葉をサンプリングし、

乾燥重量を測定して、葉面積あたりの乾燥重量（LMA）を求めた。図７では、2002 年に良

好地に植栽された NP-1 系統（図１を参照）と普通地に植栽された NP-1 系統（図２を参照）

の葉のついている高さ別の LMA を示した。良好地では下層の葉のみ幼形葉であり、LMA

の値が小さかった。また同じ成形葉でも高い枝についている葉の方が LMA の値が大きかっ

た。図７の下図の普通地（normal site）でも幼形葉は下層のみ付いていた。良好地の場合と

異なり、最上層の成形葉の LMA はそれほど高い値を示していなかった。 
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図７ 2002 年に植栽されたユーカリ（E. globulus）NP-1 系統の葉面積あたりの乾燥重量（LMA: g DW m-2）。

上左図は、良好地（good site）において 2005 年 9 月に、上右図は 2006 年 2 月にサンプリングした葉の LMA、

下図は、普通地（normal site）において 2006 年にサンプリングした葉の LMA。図中の数字はサンプリング

した葉のついていた高さを示す。平均値と標準偏差を示した。 

 

 図 8 は、2004 年の植栽地（左図）と 2005 年の植栽地（右図）の各系統の LMA を示して

いる。2004 年に植栽されたユーカリではストレス耐性が高いとされる M-001 系統と M-075

系統はすでに成形葉をつけており、幼形葉のみをつけている NP-1 系統の葉の LMAよりも

かなり高い値を示した。2005 年に植栽されたユーカリでは M-075 系統のみが成形葉をつけ

ていたが、LMA は幼形葉とはそれほど大きくは違わなかった。常緑樹では一般に葉面積展

開よりも葉重の発達が遅れることが多く（Miyazawa et al. 1998）、この場合も展開はしてい
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るがまだ成熟しきっていないと考えられる。またどちらの結果でも生育不適地の場合の方

が、良好地よりも LMA の値が低いという結果になった。木が成長していくにつれて、この

差が大きくなるかどうかはまだ不明であるが、不適地では光合成生産が低いために、薄い

葉をつけて光合成生産を高めようとしているのかもしれない。実際に個体についている全

葉面積を測定しないと明確には言えないが、葉面積あたりの光合成速度が低いために、薄

い葉をつけて多くの光を捉えようという結果なのかもしれない。 
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図８ 左図 2004 年に植栽されたユーカリ（E. globulus）NP-1 系統、M-001 系統、M-075 系統の葉面積あ

たりの乾燥重量（LMA: g DW m-2）。2005 年 9 月に良好地（濃い緑, good）と不良地（薄い緑, poor）におい

てサンプリングした。右図 2005 年に植栽されたユーカリ（E. globulus）NP-1 系統、M-001 系統、M-075 系
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統の LMA ( g DW m-2)。2006 年 2 月に良好地（濃い緑, RITE A）と不良地（薄い緑, RITE B）においてサン

プリングした。図のなかの juvenille は幼形葉の LMA を、adult は成形葉の LMA を示す。平均値と標準偏差

を示した。 

 

葉のガス交換特性 

 携帯型光合成測定装置を用いて、2005年植栽地の良好地および塩害地において、各3系統

の展開葉のガス交換速度を測定した（図９、10）。距離的な問題があったために良好地（図

９ Maringee A）と塩害地（図10 Maringee B）では測定日が異なるが、葉に照射された光

量子束密度の値や葉温の値を比較すると、天候の差はそれほどなかったと考えられる。ど

ちらの図からも昼過ぎになると光合成速度が低下する（光合成の昼寝現象）が見られた。

このような日中の光合成速度の低下は他にも多く報告されている（Ishida et al. 1996, 

Muraoka et al. 2000）。 

 気孔コンダクタンスの値からも、主として気孔閉鎖による光合成速度の低下が起きてい

ると考えられる。光合成速度と気孔コンダクタンスとの関係を調べたのが図11である。良好

地での２つのパラメータの相関係数は0.79であり、塩害地での相関係数は0.84であり、この

2つのパラメータに強い関係があることを示している。また良好地の方が、同じ気孔コンダ

クタンスの値でも高い光合成速度を示していた。これは土壌が高塩濃度であるために光合

成速度が低下している可能性を示唆している。 

 測定期間が短かったためにこれらの値だけでは明確なことが言えないが、1) 良好地と塩

害地を比較すると、成形葉でも幼形葉でも良好地の個体の葉の光合成速度や気孔コンダク

タンスが高い傾向が見られた。2) また、幼形葉のみを比較すると、良好地でも塩害地にお

いても、各系統の間には明確な差が見られなかった。3) M-075系統の成形葉では、M-075系

統の幼形葉と比較すると、良好地でも塩害地でも気孔コンダクタンスと光合成速度が昼過

ぎにそれほど低下しなかった。幼形葉と比べて、成形葉では高いストレス耐性があるのか
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もしれない。今後は、M-075系統の成形葉と、これから発生する他の系統の成形葉と比較し

てみることや、光合成速度や気孔コンダクタンスの多くのデータの取得が重要であろう。 

 

 

 

図９ 2005 年に良好地（Maringee A）に植栽されたユーカリ（E. globulus）NP-1 系統の幼形葉（●）、M-001

系統の幼形葉（●）、M-075 系統の幼形葉（●）と成形葉（○）の光合成速度（左上図 µmol m-2 s-1）、気

孔コンダクタンス（右上図 mol m-2 s-1）、葉に照射された光量子束密度（左下図 µmol m-2 s-1）、葉温（右

下図 ℃）。横軸は１日の時間を示す。 
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図 10 2005 年に塩害地（Maringee B）に植栽されたユーカリ（E. globulus）NP-1 系統の幼形葉（●）、M-001

系統の幼形葉（●）、M-075 系統の幼形葉（●）と成形葉（○）の光合成速度（左上図 µmol m-2 s-1）、気

孔コンダクタンス（右上図 mol m-2 s-1）、葉に照射された光量子束密度（左下図 µmol m-2 s-1）、葉温（右

下図 ℃）。横軸は１日の時間を示す。 
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図 11 2005 年に良好地（Maringee A ●）塩害地（Maringee B ●）に植栽されたユーカリ（E. globulus）

の光合成速度（µmol m-2 s-1）と気孔コンダクタンス（mol m-2 s-1）との関係。 

 

クロロフィル蛍光測定 

 植物は乾燥条件にさらされると気孔を閉じる。その際、光エネルギーはCO2固定に利用さ

れず、酸素に渡され、有害な活性酸素を生じる確率が高くなるといわれる（光阻害）。一般

的に、植物は活性酸素をなるべく低く抑えるため、光を熱に変換するシステムをもち、光

阻害を回避しているといわれる。耐塩性や耐乾燥性を示す系統では、効率の良い熱変換メ

カニズムを持つ可能性があると考え、携帯式パルス変調型クロロフィル蛍光強度測定装置

（Mini-PAM）を用いて、葉の熱変換効率の指標であるNon-photochemical quenching (NPQ)と、

Fv/Fmを測定し、系統間で比較した。Fv/Fmは植物が受けた光阻害の程度を示す。また、塩

害地であるMaringee Bと良好地であるMaringee Aに植栽された系統間で、これら二つのパラ

メータNPQとFv/Fmを比較した。 

 その結果、Maringee AとMaringee Bのどちらの生育地であっても、M-001系統はNP-1系統

に比べて高いNPQの値を示し、同様に、M-075の成形葉はNP-1に比べると高いNPQの値を示

した（図12）。一方、M-075の幼形葉はNP-1とほとんど変わらないNPQの値を示した。M-075

が個体生育段階の非常に早いうちに、高いNPQを持つ成形葉を展開することと、乾燥耐性
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とは何らかの関わりがあるのかもしれない。今回の調査から、クローン間で、熱変換効率

が大きく異なることが示唆され、蛍光パラメータのひとつであるNPQの測定は塩害耐性、

乾燥耐性の能力の評価につながる可能性が示唆された。 
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図 12 2005 年に良好地（Maringee A） と塩害地（Maringee B）に植栽されたユーカリ（E. globulus）NP-1

系統の幼形葉（●）、M-001 系統の幼形葉（■）、M-075 系統の幼形葉（▲）と成形葉（△）を用いて、ク

ロロフィル蛍光強度計により求めた熱変換効率の指標となる NPQ の照射光強度に対する変化。 

 

 また、光阻害の指標となる Fv/Fm を生育地間、系統間で比較した（図 13）。光阻害を受け

ていない健全な葉であれば、Fv/Fm は 0.8 付近の値を示すことがわかっている。塩害を受け

やすい場所である Maringee B に植栽された系統の Fv/Fm の値は、土壌の良好な場所である

Maringee A で得られた Fv/Fm に比べると若干低い傾向を示した。特に、NP-1 は統計的に有

意な差が見られた。この結果は、耐塩性、耐乾燥性をもつといわれる M-001やM-075 の各

系統が、塩害を受けやすい場所であっても、光阻害をうまく回避するメカニズムを持って
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いることを示唆している。 
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図13 2005年に良好地（Maringee A）と塩害地（Maringee B）に植栽されたユーカリ（E. globulus）各系統

の光阻害の指標となるFv/Fmの値。 

 

葉の水ポテンシャル測定 

 2005年植栽地の良好地（図14左 Maringee A）および塩害地（図14右 Maringee B）にお

いて、各3系統の展開した幼形葉の昼間の水ポテンシャルをプレッシャーチェンバーを用い

て測定した。どちらの植栽地においてもストレス耐性の高いと考えられているM-001系統と

M-075系統では、高成長性系統のNP-1と比較して有意に低い水ポテンシャルの値を示した。

昼間に葉の水ポテンシャルを下げることにより、乾燥した夏の日中でもより多くの水を吸

収できると考えられる。今後は、日中の水ポテンシャルの季節変化や成形葉の水ポテンシ

ャルの値、Pressure-Volume curve (P-V curve)を測定することにより、系統間や植栽地間のよ

りSaito & Terashima (2004) やCosta E Silva et al. (2004)で得られているような詳細な水分生理
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パラメータのちがいを調べていく必要があるだろう。 
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図14 2005年に良好地（左図 Maringee A）と塩害地（右図 Maringee B）に植栽されたユーカリ（E. globulus）

各系統の幼形葉の昼間の水ポテンシャル（MPa）。 

 

葉の炭素安定同位体測定 

 炭素安定同位体比（δ13
C）は葉の水利用効率（光合成／蒸散比）とよい相関があり、葉

の長期的な乾燥程度を推定できることが知られている（Hanba et al. 1997）。2005 年 9月に、

2002 年植栽地（良好地 図 15右）と 2004 年植栽地（良好地と不良地 図 15左）において

葉をサンプリングした。2004 年の葉では植栽地間の差は見られなかったが、系統間には若

干の差が見られた。ストレス耐性の高いと考えられている M-075 系統でδ13
C の絶対値が小

さいということは、葉の水利用効率がほかの系統よりも高いことを示唆している。まだ 2006

年 2月にサンプリングした葉の測定をしていないが、今年度の結果をふまえて、来年度も

ひきつづき現地での測定調査を行う予定である。2002 年植栽地（良好地 図 15右）では、

高さ別の差は見られなかったが、2006 年 2月に良好地と普通地でサンプリングした葉を測

定することにより、高さ別の水利用効率の差もある可能性もある。 
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図15 左図 2004年に植栽されたユーカリの各系統の葉のδ13C値（‰）。”good”、”poor”はそれぞれ良好地、

不良地からサンプリングした。 右図 2002年に植栽されたユーカリのNP-1系統の葉のδ13C値。凡例内の

数字はサンプリングした高さを示している。どちらの図のデータも2005年9月にサンプリングした葉のデー

タである。 

 

葉の窒素濃度と炭素濃度 

 炭素安定同位体比（δ13
C）の測定と同時に、葉の窒素濃度と炭素濃度を測定した。炭素

濃度は系統間や植栽地間には差が見られなかった（データ略）。一方、葉の窒素濃度は2004

年に植栽されたユーカリの葉では植栽地間の差は見られなかったが、系統間には差が見ら

れた（図16左）。高成長性を示すNP-1系統では他の系統よりも窒素濃度が高かった。2002年

植栽地（良好地 図16右）では、高さ方向の差が見られたが、下層の葉は幼形葉だったた

めに窒素濃度が低かった可能性がある。 
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図16 左図 2004年に植栽されたユーカリの各系統の葉の窒素濃度（g N g DW-1）。”good”、”poor”はそれ

ぞれ良好地、不良地からサンプリングした。 右図 2002年に植栽されたユーカリのNP-1系統の葉の窒素

濃度（g N g DW-1）。凡例内の数字はサンプリングした高さを示している。どちらの図のデータも2005年9

月にサンプリングした葉のデータである。 

 

稚樹の栽培実験 

 日本製紙株式会社 森林科学研究所において作成されたNP-1系統, M-001系統, M-075系

統の苗（地上部高 約15–20  cm）を、2005年10月19日に豊中キャンパスに設置したビニル

ハウス内のプラスティック製のワグネルポットに植え替えた。植え替え後に馴化させてい

る様子が図17である。右図では左から順に、高成長性のNP-1系統、ストレス耐性の高いと

考えられているM-001系統、M-075系統である。苗のときから葉の大きさや葉の付き方が異

なっていた。 
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図17 左図 2005年11月8日に撮影したビニルハウス内のユーカリ苗の様子。 右図 同日に撮影した各系

統の個体。左から順に、NP-1系統、M-001系統、M-075系統を示す。 

 

 2005 年 11月 30 日からサンプリングと解析を始めた。１回目のサンプリング（2005 年 11

月 30 日に実施）の後に、栽培条件を対照区、乾燥区、高塩濃度区の 3条件に分けた。サン

プリングは 2005 年 11月 30 日、2006 年 1月 5 日、2006 年 3月 15 日の３回実施し、この後

2 回行う予定である。図 18 は２回目のサンプリング実施時のユーカリ個体、図 19, 20, 21 は

３回目と４回目のサンプリングの間のユーカリ個体を示している。図 21 から分かるように、

ストレス処理区では葉に目立った影響が観察された。 

 

  

 

図18 左図 2006年1月5日に撮影したビニルハウス内のユーカリ苗の様子。 右図 同日に撮影した各系
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統の個体。左から順に、対照区のNP-1系統、高塩濃度区のM-001系統、乾燥処理区のM-075系統を示す。黄

色の電線は2006年1月4日から導入した暖房に使用した熱線ケーブル。 

 

  

 

図19 左図 2006年4月20日に撮影したビニルハウス内のユーカリ苗の様子。 右図 同日に撮影した各系

統の個体。左から順に、対照区、高塩濃度区、乾燥処理区を示す。 
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図20 左上図 2006年4月20日に撮影したビニルハウス内のユーカリNP-1系統の個体。 右上図 同日に撮

影したM-001系統の個体。 左下図 同日に撮影したM-075系統の個体。いずれの図においても左から対照

区、高塩濃度区、乾燥処理区で栽培した個体を示す。 

 

  

 

図21 左図 2006年4月20日に撮影したビニルハウス内の高塩濃度区で栽培されたユーカリM-075系統の個

体。 右図 同日に撮影した乾燥処理区で栽培されたユーカリM-075系統の個体。左の高塩濃度区では葉の

先端に赤みがかっていることが、右の乾燥処理区では葉が枯れ落ちていることが分かる。 

 

稚樹の成長解析 

 成長解析からは葉や根の生理的特性と物質分配特性を推定することができるので、乾燥、

高塩濃度下で精英樹系統のどのパラメータ（特性）が優れているのかが明らかになる。 

 現在は 3 回目のサンプリングが終わり、乾燥重量や葉面積の計測は２回目までのサンプ

ルしか終わっていないので、成長解析からは明確なことが言えない。これまでの結果から

は、高成長性を示す NP-1 系統に比べ、ストレス耐性が高いと考えられている M-001 系統や

M-075 系統では葉重比（LMR）が大きく、比葉面積（SLA）が小さかった。ストレス耐性が

高いと考えられている M-001 系統やM-075 系統では、比較的厚い葉を多く持つ傾向にある
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と言える。4, 5 回目のサンプリングとともに、5 回目のサンプリング前にガス交換測定など

の生理生態学的な測定をすることにより、ストレス耐性の高いと考えられている系統では、

何が重要な要因となっているかを推測する予定である。 

 

まとめ 

RITE と日本製紙株式会社と協同で、いまだ不明である精英樹系統の耐乾燥性・耐塩性の仕

組みを明らかにすることを目的として、植栽現場での生理生態学的な測定とビニルハウス

内のポット栽培での成長解析を行っている。植栽現場では、時間的かつ物理的な制約もあ

ることで多くのデータを取得することは難しいかもしれないが、現在のような方法を続け

ていくことにより、ある程度のストレス耐性系統の特性を明らかにできそうだという手応

えを感じている。さらに Sone et al. (2005)で行ったような定量的な樹形の解析を行うことに

より、葉レベルだけでなく、枝レベル、個体レベルにおけるストレス耐性系統の特性を今

後明らかにできればと考えている。また稚樹のポット栽培個体を用いた成長解析は測定途

中ではあるが、ストレス耐性が高いと考えられている M-001 系統やM-075 系統では、比較

的厚い葉を多く持つという傾向を観察している。今後のサンプリングとガス交換測定など

の生理生態学的な測定をすることにより、ストレス耐性の高いと考えられている系統の耐

乾燥性・耐塩性の仕組みを明らかにできると思われる。 
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