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０．要約 

本プロジェクトでは、フロンティア土壌形成理論を実証すべく、実験室内でラン藻の窒

素固定能、その制御解析、アカシアによる土壌への窒素供給能、菌根菌による栄養分の吸

収能の評価、モリンガと共生する菌根菌の遺伝資源の探索、および貯水根形成樹木モリン

ガの水分土壌生態系の構築評価系を作った。そして、モリンガ、アカシア、菌根菌がユー

カリ生育へあたえる効果の解析を開始した。さらに、西オーストラリアにて、モリンガの

共生によるユーカリ生育に対する効果を評価解析するための実験圃場地の確保を行った。 
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Summary 

 In this project, to test the theory of the formation of frontier soil, we evaluated the following 

matters: the ability of nitrogen fixation by cyanobacteria, its regulation, the ability of nitrogen 

supply to soil by Acasia, the ability of nutrient absorption to root by mychorriza, the search for 

mychorriza which colives with Moringa and the formation of water-supplied soil system by 

Moringa water-tank root. Furthermore, we started the analysis of the effect on the growth of 

Eucalyptous by Mornga, Acasia and mychorriza. In addition to these domestic experiments and 

analysis, we acquired the experimental fields in Wickepin, Western Australia, for the test, in which 

the effect on the growth of Eucalyptous by Mornga. 
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１．緒言 

 

はじめに 

本報告書は、平成１７年度に開始した「二酸化炭素固定化・有効利用技術等対策事業費

補助金（地球環境国際研究推進事業）<植生(CO2 吸収源)拡大のための、微生物・樹木を用

いたフロンティア土壌形成基盤技術開発>（研究期間：平成１７年８月１日より平成１９年

３月３１日）の本年度研究成果をまとめたものである。 

 植物を用いて半乾燥地での植生を拡大するとき、植物が生育するために必須である

栄養分および水の確保は不可欠である。これは、半乾燥地といえども土壌からの供給から

でしかありえず、植物の改良では決して行えないものである。そこで、本プロジェクトで

は、地球上での半乾燥地の植林プログラムに“土つくり”の概念を新規導入し、その土壌

は、植林の初期に樹木の生育を支持する栄養分および水の確保を可能にするフロンティア

土壌となることをめざす。植林をめざす半乾燥地は、年間降水量が 300～500 mm であり、

樹木にとって慢性的な水不足状態であり、また、この地は酸性土壌であるために窒素、リ

ンなどの栄養分が不足している。この結果、樹木の生育は著しく抑制されている。そこで、

フロンティア土壌形成のためには、窒素、リンなどの栄養分および水の確保を第一義的に

考慮しなければならない。樹木生育・光合成の律速栄養分である窒素の土壌への供給には、

地球上のあらゆる土壌に生育するラン藻の窒素固定能力さらに肥料木であるマメ科樹木ア

カシア(Acasia baileyana F. Muell, Acasia dealbata Link)を、また、リンなどの栄養分

の土壌および樹木への供給は陸上植物の 90%以上の種に共生している菌根菌の土壌からの

栄養分回収能力を利用する。そして、土壌水分の確保は、土壌に根を伸張させ、地下伏流

水から水を確保し、土壌に貯水根を形成し、半乾燥地土壌においても土壌水分生態系を形

成できる樹木モリンガ(Moringa Oleifera Lam.)を用いる。 

本プロジェクトでは、フロンティア土壌形成理論を実証すべく、実験室内でラン藻の窒

素固定能、その制御解析、アカシアによる土壌への窒素供給能、菌根菌による栄養分の吸

収能の評価、モリンガと共生する菌根菌の遺伝資源の探索、および貯水根形成樹木の水分

土壌生態系の構築評価を行う。 

 また、事業植林の候補地となる西オーストラリア半乾燥地（降水量年間 300～５００mm）

にて、本理論を検証すべく、西オーストラリア政府機関 Forest Product Commission (FPC)
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の協力を得て、Wickepin に実験圃場を設け、今後モリンガによる貯水根形成がもたらす土

壌水分生態系構築評価を行うとともに、ユーカリ生育へ与える効果を検証していく。 
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１ 

 

２ 

 

３ 

 

地球環境国際研究推進事業 

「植生(CO2 吸収源)拡大のための、微生物・樹

木を用いたフロンティア土壌形成基盤技術開

発」 

 

１.国内でのラン藻、菌根菌、肥料木アカシアお

よび貯水根形成樹木モリンガによるフロンティ

ア土壌形成試験 

①基幹植物種ワサビノキの生理学的解析 

 

②土壌性ラン藻によるフロンティア土壌形成の

評価 

 

③菌根菌共生系によるフロンティア土壌形成の

評価 

 

④植物・微生物複合共生系によるフロンティア

土壌形成の評価 

 

 

２．オーストラリア半乾燥地でのフロンティア

土壌形成実証試験 
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経理担当者氏名 

 財団法人 地球環境産業技術研究機構(RITE) 

 経理チームリーダー  前田 浩 

 

事業委託先 

 共同研究先 

  埼玉大学 教授  大森正之 

  高知大学 助教授 岩崎貢三 
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２．研究開発成果 

 

２－１．土壌性ラン藻によるフロンティア土壌形成の評価 

 乾燥耐性能を持つ陸生ラン藻は、土壌改善に貢献する重要な役割を持つ生物として注目を集めつ

つある。我々は乾燥耐性能を持ち、かつ空中窒素の固定能を有する土壌性ラン藻の

Nostoc_sp._HK-01_に着目し、これらのラン藻を貧栄養状態の土壌に施用することで、より生産性の高

い土壌を形成しようとしている。これまでの研究において我々は土壌性ラン藻の窒素固定細胞分化

機構、窒素固定調節機構に関して新たな知見を得ることに成功した。また、このラン藻の乾燥耐性機

構についても、他のラン藻には見られない機構を有していることを明らかにした。今年度は土壌性ラン

藻の窒素固定能、乾燥耐性能を強化したラン藻の作成を試みた。実験材料には全ゲノム配列の解析

が終了しているAnabaena_sp._PCC7120 をモデルとして採用したが、Nostoc_sp.HK01 についても検

討を行った。ラン藻の乾燥耐性メカニズムは未解明な部分が多く、窒素固定が開始する機構も明らか

にされていない。本研究においては、次の項目について実験をおこなった。 

1） 乾燥応答型シグマ因子の解析2） 乾燥後、再水和時の遺伝子発現解析3)_ラン藻

Anabaena_sp._PCC_7120 におけるヘテロシスト分化に関わるレスポンスレギュレーターの解析4） ラ

ン藻におけるストレス応答遺伝子の解析以下に実験結果を示す。 

1） 乾燥応答型シグマ因子の解析  陸生ラン藻のなかには、非常に強い乾燥耐性能をもったものが

いる。これまでに、水生ラン藻であるAnabaena_PCC_7120（ 図1-1） とその類縁株である乾燥耐性な

陸生ラン藻Nostoc_HK-01（ 図1-1） を材料として、乾燥過程におけるシグマ因子の遺伝子発現を比

較検討した。その結果、Nostoc_HK-01 では、乾燥が始まると遺伝子発現が誘導される複数のシグマ

因子が明らかになった（ 表1-1）。そこで、乾燥応答型シグマ因子の制御遺伝子を把握するために

Anabaena_PCC_7120 を材料として、乾燥応答型シグマ因子の増産株を作製した。乾燥に応答するシ

グマ因子のうちグループ3 に属するシグマ因子（ 表1-2） について増産株を作製したところ、コントロ

ール株と比べて乾燥耐性になっていることが明らかになった（ 図1-2）。現在マイクロアレイを用いて、

その遺伝子発現を解析している（ 表1-3）。 
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表1-1 

 

 

表1-2 

 

 

10



 

表1-3 
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図1-1 

 

 

図1-2 
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2） 乾燥後、再水和時の遺伝子発現解析  我々はこれまでにAnabaena_sp._PCC_7120_における乾

燥時の網羅的遺伝子発現について研究した。その結果、トレハロースの代謝に関わる遺伝子の発現

が細胞の乾燥耐性に重要であることが明らかとなった。しかしながら、乾燥耐性の獲得には、乾燥スト

レス時のダメージを再水和過程で修復する能力も極めて重要であると考えられる。そこで再水和時の

遺伝子発現について、DNA マイクロアレイ解析を行った。その結果、再水和により多数の遺伝子の発

現量が増加することを見出した。その中で我々はcAMP により活性化される転写因子ancrpB に着目

した（ 図_2-1）。再水和時には一過的に細胞内cAMP_濃度が増加した（ 図_2-2）。また、ancrpB 破壊

株は野性株に比べ再水和時の酸素発生活性の回復が鈍く、AnCrpB_が乾燥からの回復過程におい

て重要な役割を果たしていることが示唆された（ 図_2-3）。 

 

図2-1 
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図2-2 

 

図2-3 
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3)_ラン藻Anabaena_sp._PCC_7120 におけるヘテロシスト分化に関わるレスポンスレギュ

レーターの解析 _ヘテロシストはラン藻における分化細胞の一例であり、その機能は窒

素固定に特化されている。栄養細胞が連なった糸状体において、培地中の窒素源が不

足すると10 から15 細胞おき栄養細胞がヘテロシストへと分化する。ヘテロシストは構

造的にも生理的にも栄養細胞とは大きく異なり、その分化の過程において遺伝子発現の

劇的な変化が起こる。様々な遺伝子の発現を時間的、空間的に調節する機構が存在す

ると考えられるが、その全容は明らかとなっていない。我々はDNA マイクロアレイを用い

て、糸状性ラン藻Anabaena sp._PCC_7120 におけるヘテロシスト分化に関わる新規遺

伝子の同定を試みた。その結果、窒素欠乏により転写産物量が増加すうる転写因子を

新たに7 個同定した( 表3-1） 。その中で最も顕著に誘導されたnrrA遺伝子に関して機

能解析を行った。nrrAはOmpR 型のレスポンスレギュレーターをコードする遺伝子であ

る。GFP を用いたnrrAの発現解析により、培地から窒素源を除いた後3 時間以内に糸

状体全体で発現量が増加し、その後ヘテロシストにおいてより強く発現することが明らか

となった（ 図3-1） 。nrrA遺伝子欠失変異株を作製し、そのヘテロシスト分化への影響を

調べたところ、変異株においてはヘテロシストの形成に遅延がみられた（ 図3-2） 。変異

株では、ヘテロシスト分化の制御の鍵となるhetR遺伝子の誘導が起こらなくなっており、

nrrA遺伝子が分化の制御において重要な役割を果たすことが示された（ 図3-3） 。 
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表3-1 

 

図3-1 
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図3-2 

 

 

図3-3 
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4） ラン藻におけるストレス応答遺伝子の解析 

4-1）  シアノバクテリア_Anabaena_sp._PCC7120 における重炭酸イオン濃度変化に応じた細胞内

cAMP 濃度変化 

4-1-1） 序論 ｃＡＭＰ は原核生物から哺乳類まで広く存在するセカンドメッセンジャーである。ＡＴＰ 

からｃＡＭＰ を合成するアデニル酸シクラーゼ（adenylyl
_ 

cyclase,_AC） は6 つのクラスに分類されて

いる。（ Barzu_and_Danchin,_1994;_Cotta_et_al.,_1998; 

Sismeiro_et_al.,_1998;_Tellez-Sosa_et_al.,_2002） クラスⅠ はEscherichia_coli などの腸内細菌に発

見され、クラスⅡ はBacillus_anthracis_や
_

Bordetella_pertussis に存在するカルモジュリンによって活

性化されるトキシンが含まれる。クラスⅢ は最も広く存在し原核生物や高等な真核生物のＡＣ に加

え哺乳類のグアニル酸シクラーゼもそれに属する。クラスⅣ はAeromonas_hydrophila; などの好熱

性細菌に、クラスⅤ はPrevotella_ruminicola などの嫌気性細菌に、クラスⅥ は

Prevotella_ruminicola に存在している。また、哺乳類には膜に存在し細胞外からの刺激を受けて細胞

内に情報伝達を行う膜貫通型アデニル酸シクラーゼ(transmembrane_adenylyl
_ 

cyclase,_tmAC) と細

胞質に存在する可溶性アデニル酸シクラーゼ（soluble
_ 

adenylyl_cyclase,_sAC) がある。可溶性アデニ

ル酸シクラーゼは全身に存在するが特に精子に多く含まれ

(Sinclair_et_al.,_2000;_Zippin_et_al.,_2003) 、同じ哺乳類の膜貫通型アデニル酸シクラーゼよりもシア

ノバクテリアのアデニル酸シクラーゼに系統的に近い（Buck_et al.,_1999;_Roelofs_et_al.,_2001）。可溶

性のアデニル酸シクラーゼとSpirulina platensis_(Arthrospira) のアデニル酸シクラーゼのひとつであ

るCｙａＣ は共に重炭酸イオンによって活性化される特徴があることが_in_vitro_で確認された

(Chen_et_al., 2000）。続いてクラスⅢ に属しSpirulina_platensis_（Arthrospira） のｃｙａＣ の活性部位

と相同性の高いAnabaena_sp._PCC７１２０ のcyaB1 においてもin_vitro における実験で重炭酸イオン

による活性化が確認された(Cann_et_al.,_2003) 。 

ヒトを含めた高等哺乳類では重炭酸イオンは体液のpH_を一定に保つ際や体内に運ばれた二酸化

炭素が重炭酸イオンの形で輸送されるなど重要な役割を担っている。また、可溶性アデニル酸シクラ

ーゼが特に多く存在する精子では重炭酸イオンによって誘導されるｃＡＭＰ 量の上昇によって、運動

性の向上、先体反応や受精能獲得が起こることが知られている

(Visconti_et_al.,_1995;_Zippin_et_al.,_2001;_Lee_et_al.,_1986) 。シアノバクテリアにおいても重炭酸イオ
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ンは重要である。シアノバクテリアにはCO2 concentrating_mechanism_(CCM) があり、光合成に使用さ

れる炭素源は細胞質に重炭酸イオンの状態で蓄積されカルボキシソーム内で二酸化炭素に還元す

ることによりルビスコ周辺で１０００ 倍程度まで二酸化炭素の濃縮を可能にし、炭素固定の効率を上

げている。(Kaplan_et_al.,
_

1980;_Price_et_al.,_1998,_2002;_Kaplan_and_Reinhold,_1999_) 。 

Anabaena_sp._PCC７１２０ において細胞内ｃＡＭＰ 量は光、ｐＨ 、塩化ナトリウム、嫌気/ 好気条件と

いった環境シグナルに応じて変化することが知られている。本実験ではAnabaena_sp._PCC７１２０ に

存在するアデニル酸シクラーゼのひとつであるCyaB１ が重炭酸水素イオンにより活性化されるとい

う性質があることを受け、重炭酸イオンの濃度変化により実際に細胞内のｃAMP 濃度が変化するの

かについて検証する。 

4-1-2）  材料と方法 

細胞と培養条件 実験に使用したシアノバクテリアはAnabaena_sp._PCC７１２０ であり、30_μE_m
-2

_s
-1 

の白色光を照射し、温度30℃ 、0.03%_CO2_(v/v)_in_air_の空気を通気した条件で培養した。培地に

はModified_Detmer's_Medium_（MDM）（Watanabe,_1964）（m1-1）_から窒素源を除いた_MDM0_に緩衝

剤として終濃度_20_mM_のHEPES_を加え、NaOH_によりpH  

8.0 に合わせたMDM0_20mＭ_HEPES-NaOH_[pH_8.0]  を使用した。 

エンザイムイムノアッセイによるｃAMP 濃度の定量 

測定に用いた試料はOD750 0.1 で植え継いだものをOD750 0.8 まで培養した。ｃＡ ＭＰ 測定用の

サンプル調整は_(Ohmori,_1989)_に準拠した。培養液50_ml_を遠心チューブに移した後、

3,000_rpm,_5 分_遠心し上清を捨て沈殿を50_ml の新しい培地に懸濁した。この操作を２ 回繰り返し

培養液中のcAMP を取り除いた。その後30℃,  30μ E_m
-2

_s
-1

,_0.03%_CO2_(v/v)_in_air の空気を通

気した条件下で１ 時間培養した。ｃＡ ＭＰ 測定に使用するサンプル採取は適当な時間間隔で1_ml  

の培養液と110_μl_の50% TCA_を素早く混合し、終濃度5%_TCA 溶液とした。採取したサンプルは測

定に使用するまで4℃ で保存した。15,000_rpm,10 分遠心し上清をねじ口試験管に移し不溶物を除

去した。上清に3_ml のジエチルエーテルを加え20 秒間ボルテックスした後1,000_rpm,_2 分遠心し

エーテル層を除去する作業を6 回繰り返しＴＣＡ を取り除いた。6 回目のエーテル層除去が終わっ

た後、試験管のふたを緩めドラフト内に一晩置くことで残りのエーテルを揮発させた。残った溶液を凍
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結乾燥させた。ｃＡＭＰ 測定には_cAMP_Biotrak Enzymeimmunoassay_(EIA)_System_RPN225

（GE_Healthcare_Bio-Sciences） を使用し、所定のプロトコールに従って行った。 

4-1-3）  結果と考察 

時間0 分において培養液に終濃度１０_mM_の重炭酸ナトリウムを添加したが細胞内cＡＭＰ 量は

一定の値を示した（ 図1）。 

 Anabaena_sp._PCC７１２０ では重炭酸水素イオン濃度が変化しても細胞内cＡＭＰ 濃度は一定であ

った。今回の測定では細胞内ｃAMP 濃度は約１０_pmol_mg
-1

_Chl となった。この値は報告されている

Anabaena_sp._PCC７１２０ の細胞内ｃAMP 濃度と同様の値を示しているため測定は正確に行われて

いると考えられる。またpH_8.0 の培地に0.03%_CO2_(v/v)_in_air_の空気を通気した場合、平衡状態に

達したとき培地中の重炭酸水素イオン濃度は10_μM 、1%_CO2_(v/v)_in_air では0.3_mM 、

1%_CO2_(v/v)_in_air では1.5_mM_となる。今回、培地中に加えた重炭酸水素イオン濃度は１０_mM  

であり、無機炭素源量として十分であったと考えられる。本実験からAnabaena_sp._PCC７１２ ０ では、

重炭酸イオンの濃度変化により細胞内cAMP 濃度は変化しないことが示された。 

4-2） シアノバクテリアAnabaena_sp._PCC7120 におけるall2883_遺伝子の機能解析 

４-2-1） 序論 シアノバクテリアは海から乾燥地まで多様な生態的分布域を持つ。シアノバクテリア

は27 億年以上前に光合成を行う細菌として地球上に存在した_(Buick,_1992) 。光合成を行うことで

地球上の二酸化炭素濃度を下げ、酸素濃度を上昇させた。比較的生育速度が速く、培養が容易で

遺伝子操作が可能なシアノバクテリアは光合成研究に使用されている。 

また、シアノバクテリアAnabaena_sp._PCC7120 には窒素欠乏時にヘテロシストを形成し窒素固定

を行う特徴がある。窒素欠乏時に18-24 時間かけて10-15 細胞にひとつの割合でヘテロシストが形

成され、この細胞内を還元状態にすることで空気中の窒素分子を固定することができる

(Golden_and_Yoon,_1998;_Wolk,_2000;_Wolk_et_al.,1994) 。ヘテロシストの還元的環境の形成は、酸

素発生反応を行う光化学系Ⅱ の欠如、酸素呼吸量の上昇による酸素の吸収、酸素ガスなどの細胞

内への流入を防ぐ糖脂質と酸性多糖からなる厚い細胞壁の合成の主に3 つの機能からなることが知
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られている(Fay, 1992;_Murry_and_Wolk,_1989) 。ヘテロシストの形成にかかわる遺伝子がいくつか同

定されている。転写制御因子であるNtc_A_は窒素代謝に関わる遺伝子を制御している

(Herrero_et_al.,_2001) 。Ntc_A が存在しないと窒素欠乏時に形態的な変化を示さなくなる

(Frías_et_al.,_1994;_Wei_et_al.,_1994) 。またヒストン様タンパク質_Han_A_が失われるとヘテロシスト

形成の初期段階で阻害される(Khudyakov_and  Wolk,_1996) 。ntcA
_

と_hanA  はともにヘテロシス

ト特異的な遺伝子である。ヘテロシスト形成に主要な役割を担っていると考えられているのが_Het_R 

であり、hetR 遺伝子を破壊するとヘテロシスト形成が阻害される

(Buikema_and_Haselkorn,_1991;_Black_et_al.,_1993; Dong_et_al.,_2000) 。Het_R  はセリン型のプロ

テアーゼであり、2 量体を形成しhetR, patS,_hepA_遺伝子のプロモーター領域に結合することがわか

っている(Zhou_et_al., 1998) 。 

本実験ではストレス応答を示すtwo-component_sensor_histidine_kinase_をコードするall2883 遺

伝子の解析を行い、all2883 遺伝子が窒素代謝に関わっているかについて検証することにした。 

4-2-2）  材料と方法 

細胞と培養条件 シアノバクテリアはAnabaena_sp._PCC７１２０ を使用し、培地にはＢＧ１１（Allen, 

1968）（m1-2） またはＢＧ１１ から窒素源である硝酸ナトリウムを除いたＢＧ１１０を使用した。培養は

すべての実験に共通して、_30_μE_m
-2

_s
-1 

の白色光を照射し、温度30℃ 、１%_CO2_(v/v)_in_air_の空気を

通気した条件で行った。窒素源存在条件とは培地としてBG11 を使用したとき、窒素源非存在条件と

は培地としてBG110 を使用したときを指す。 

野生株とall2883 破壊株の窒素源存在条件、非存在条件下における生育曲線 分光光度計は

UV-1700_(Shimadzu) を使用した。生育は７５０  ｎｍ における細胞による光の散乱を指標とした。

野生株とall2883 それぞれ2 本ずつをOD750 0.08 に合わせ培養を開始した。測定は8 時間、16 

時間間隔で行った。実験は2 度行った。 

野生株とall2883 破壊株の窒素源存在条件、非存在条件下における吸収スペクトル 測定に用いた

サンプルはOD750 0.08 で植え、対数増殖期後期のOD750 0.6 まで培養した。採取したサンプルを

OD750 0.1 に調整することで、細胞数を合わせた。測定には557 形二波長分光光度計（ 日立） を
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使用した。 

DNA マイクロアレイ解析 測定に用いたサンプルは野生株とall2883 破壊株ともにOD750 0.08 で植

え、対数増殖期後期のOD750 0.6 まで培養した。 

RNA 抽出 Anabaena_sp._PCC_7120 からのRNA 抽出は、(Mohamed_and_Jansson,_1989) の方法

を一部改変して行った。培養細胞をプラスチック遠心管に分注し、氷中で冷却した。続いて4℃ 、

3,000_rpm で、5 分間遠心することにより集菌し、液体窒素で完全に凍らせて-80℃ で保存した。貯

蔵した冷凍細胞懸濁液に、250_µl_resuspend_buffer_(0.3_M sucrose,_10_mM_酢酸ナトリウム_

［pH4.4］) 、75_µl_0.5_M_EDTA_［pH8.0］、_350_µl_溶解buffer_(2%_SDS,_10_mM_酢酸ナトリウム_

［pH4.4］) 、65℃ の700_µl  acidic_phenol を加え、撹拌し細胞を溶解した。その後、すぐに65℃ で

５ 分間保温することで細胞を破砕し、4℃ 、15,000_rpm 、５ 分間遠心してRNA 画分を抽出した。

65℃ のacidic_phenol による抽出をさらに２ 度行った後、フェノールクロロホルム抽出を行い、イソプ

ロパノール沈殿によりRNA を回収した。また、混入したDNA を分解するため、RNA 粗抽出液に

1_µl_DNaseI_(Takara) を加え、所定の方法で処理した 

標識cＤＮＡ の合成 RNA_10_μg_と4_μl  Anabaena_primer_mix を混ぜ、蒸留水を加え総量を11_

μl  にした。iCycler サーマルサイクラー_（Bio-Rad） を用いて、90℃ 、5 分間反応させ、その後20 

分かけて42℃ まで温度を下げた。4μl__5×First_strand_buffer_(Invitrogen), 2μl  0.1_M_DTT,_1μ

l_dNTPs_mix_(5_mM_dA,C,GTP,_2_mM_dTTP),_0.5μl_Superscript Ⅱ(Invitrogen),_0.5μ

l_Cloned_RNase_Inhibitor_(Ｔａｋａｒａ),_1μl_Cy3-dUTP  (GE Healthcare_Bio-Sciences)_または1μ

l_Cy5-dUTP（GE_Healthcare_Bio-Sciences） を加えた。42℃ 、90 分反応させ、10_μl__0.1_N_NaOH_を

加え70℃ 、10 分間反応させた。10_μl  1_M_Tris-HCl_(pH_7.5)_を加え中和した。Cy3 とCy5 の反

応液を混ぜ、QIA_quick PCR_purification_Kit_(Quiagen)_で精製した。29_μl_の溶出液に10_μl  20

×SSC_を加え95℃ 、5 分間反応させ室温に30 分間放置した後、1_μl__20%_SDS_を加えた。 

ハイブリダイゼーションと洗浄 マイクロアレイにカバーガラスをかぶせ標識cDNA 溶液をのせた。

ArrayIt hybridization_cassette_(TeleChem_International)_にマイクロアレイをセットしcassette の蓋を

閉めた。cassette_を65℃ の水に沈め、ハイブリダイゼーションオーブンに入れ、65℃ 、12－14 時

間反応させた。マイクロアレイを取り出し、2×SSC_(s2-1),  
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1. 0.2%_SDS 溶液中でカバーガラスをはずした。2×SSC,_0.2%_SDS 溶液中で室温、5 分間の

洗浄を3 回行った。0.2×SSC,_0.2%_SDS 溶液中で室温、5 分間の洗浄を3 回行った。 

2. 0.2×SSC,_0.2%_SDS 溶液中で60℃ 、5 分間の洗浄を3 回行った。0.2×SSC 溶液中で室

温、5 分間の洗浄を２ 回行い遠心して乾燥させた。 

 

蛍光強度の定量 マイクロアレイのスキャンにはScanArray  4000  （GSI  Lumonics） を使用した。

得られた画像データはArray_Vision_(Imaging_Research) を用いて数値化した。各スポットのシグナル

強度は、バックグラウンドのシグナル強度を差し引き、全シグナル強度を用いて標準化した。実験は３ 

回繰り返し、それぞれの実験において蛍光色素を入れ替えた実験を行ったため計６ つのデータが得

られた。 

4-2-3）  結果 

野生株とall2883 破壊株の窒素源存在条件、非存在条件下における生育曲線 窒素源存在条件

（ 図2-1_a）、非存在条件（ 図2-1_b） の両者において野生株とall2883 破壊株は同様の生育速度を

示した。しかし、窒素源非存在条件でall2883 破壊株を培養していると細胞が黄色くなった。 

野生株とall2883 破壊株の窒素源存在条件、非存在条件下における吸収スペクトル 窒素源存在条

件（ 図2-2_a）、非存在条件（ 図2-2_b） の両者において野生株とall2883 破壊株の吸収スペクトルに

大きな違いはなかった。窒素源非存在条件では存在条件に比べ色素含量が低かった。 

DNA マイクロアレイ 野生株に比べall2883 破壊株において窒素源存在条件で発現量が2 倍以上

に増加したものは35 個（ 表1_a）、2 分の1 以下に減少したものは19 個（ 表1_b） 確認された。ま

た、窒素源非存在条件で発現量が2 倍以上に増加したものは9 個（ 表2_a）、2 分の1 以下に減少

したものは7 個（ 表2_b） 存在した。窒素源存在条件でall2883 破壊株は野生株に比べて糖代謝に

関係する遺伝子の発現量が増加する特徴があった。 

4-2-4）  考察  all2883 破壊株を窒素源非存在条件で培養すると細胞が黄色くなることが確認され

たため、all2883 遺伝子は窒素代謝に関係があると考えられた。野生株とall2883 破壊株には窒素
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源存在条件、非存在条件どちらにおいても生育速度に違いはなかった。また、400-750_nm の範囲で

吸収スペクトルを測定した。窒素源非存在条件でall2883 破壊株において６２０_nm のフィコビリンの

吸収が下がっていることが黄色くなった原因と考えられたが、それほど大きな差はなかった。野生株と

all2883 破壊株に共通して窒素非源存在条件では存在条件に比べ色素含量が低く、色が薄い傾向

は確認された。all2883 破壊株において窒素源非存在条件で培養すると細胞が黄色くなる表現形が

確認され遺伝子を破壊したことによる影響があったが、生育速度を変えるほど大きな影響はなかっ

た。 

今回のマイクロアレイ結果とすでに報告されている野生株の窒素欠乏時におけるマイクロアレイ結

果を比較すると、野生株では窒素欠乏時に誘導がかかる遺伝子がall2883 破壊株では窒素源存在

条件において発現量が増加していることがわかった。野生株では窒素欠乏時において解糖系に関わ

るglycogen_phosphorylase, _lyceraldehydes-3-phosphate_dehydrogenase,  pyrubate_kinase の3 つ

の遺伝子、ペントースリン酸経路に関わるdehydrogenase,  transaldolase の２ つの遺伝子の発現

量が上昇することがすでにわかっている。これらすべての遺伝子がall2883 破壊株では窒素源存在

条件においてすでに発現量が上昇している。ただしtransaldolase_については2 倍以上の発現量の増

加は認められなかったが優位水準１％ で_ｔ_検定を行った結果、優位な差があると確認された。

all2883 遺伝子は窒素欠乏ストレスへの応答に関わる遺伝子であることが明らかになった。また

all2883 遺伝子は窒素欠乏時に誘導がかかる糖代謝に関係する遺伝子を窒素源存在条件では抑制

する機能があると推定される。 

4-2-5） まとめ 

 重炭酸イオン濃度変化に対応した細胞内のｃAMP 濃度変化を測定した結果、Anabaena 

sp._PCC7120 においては重炭酸イオンの濃度変化により細胞内cAMP 濃度は変化しなかった。培地

中の重炭酸イオン濃度の変化は細胞内cAMP カスケードに大きな影響を与えていないと考えられ

る。 

all2883 遺伝子の機能解析から野生株とall2883 破壊株には生育速度や吸収スペクトルには差が

なく、all2883 遺伝子は窒素欠乏ストレスへの応答に関わることがマイクロアレイ解析で明らかとなっ

た。そして、all2883 遺伝子は解糖系やペントースリン酸化経路の調節に関係があると考えられ、窒

素欠乏時に遺伝子発現量が上昇する糖代謝関連の遺伝子を窒素源存在条件において抑制する機
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能があると推定される。 

 

培地・試薬の組成 
  

培地 
  

ｍ1-1  _Modified_Detmer's_Medium_(MDM)    

KNO3  1.0_g (per 

  liter) 

CaCl2  0.01_g  

MgSO4 ・7H2O  0.25_g  

K2HPO4  0.25_g  

NaCl  0._1_g  

FeSO4 ・7H2O  0.02_g  

*A6  金属混合液 1.0_ml 
 

ｍ2-1  _BG11  
  

NaNO3  1.5_g (per 

  liter) 

MgSO4・7H2O  75_mg  

K2HPO4  39_mg  

CaCl2・2H2O  38_mg  

Na2CO3  20_mg  

Citric_acid ・H2O  6.0_mg  

Ferric_ammonium_citrate  6.0_mg  

Na2EDTA  1.0_mg  

*A6  金属混合液 1.0_ml  
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0.5_M_HEPES-NaOH_[pH_7.5]  40_ml 
 

*A6 金属混合液 
  

H3BO3  2.86_g (per 

  liter) 

MnCl2・4H2O  1.81_g  

ZnSO4・7H2O  0.22_g  

CuSO4・5H2O  0.08_g  

Na2MoO4  0.021_g  

Co(NO3)2・6H2O  0.0494_g  

 

試薬 

s2-1________SSC  

塩化ナトリウム 15_mM 

クエン酸ナトリウム 0.15_M 
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図1   重炭酸イオン濃度変化に応じた細胞内cAMP 濃度変化時間０ の点で終濃度１０_mM_の重炭

酸ナトリウムを培養液に添加した。独立した3 回の実験を行い、平均と標準誤差を示した。 
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図2-1  野生株とall2883 破壊株の窒素源存在条件、非存在条件下における生育曲線 

(ａ) 窒素源存在条件における生育曲線 (ｂ) 窒素源非存在条件における生育曲線野生株と

all2883 破壊株それぞれ2 本ずつ培養し、その平均を示した。 
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図2-2  野生株とall2883 破壊株の窒素源存在条件、非存在条件下における吸収スペクトル 

(ａ) 窒素源存在条件における吸収スペクトル_(ｂ) 窒素源非存在条件における吸収スペクトル対数増

殖期後期の細胞を使用した。 
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表1  野生株とall2883 破壊株の窒素源存在条件におけるＤＮＡ マイクロアレイ 
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(ａ)_野生株に比べall2883 破壊株において窒素源存在条件で発現量が2 倍以上に増加した遺

伝子_(ｂ)_野生株に比べall2883 破壊株において窒素源存在条件で発現量が2 分の1 以下に

減少した遺伝子

 

 

表2   野生株とall2883 破壊株の窒素源非存在条件におけるＤＮＡ マイクロアレイ 

(ａ)_野生株に比べall2883 破壊株において窒素源非存在条件で発現量が2 倍以上に増加した遺伝

子 (ｂ)_野生株に比べall2883 破壊株において窒素源非存在条件で発現量が2 分の1 以下に減少

した遺伝子 
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4-3） 糸状性ラン藻Anabaena_sp._PCC_7120 における、嫌気条件から好気条件への環境変化時の

cAMP 濃度及び発現遺伝子の変化 

4-3-1） 序論 

糸状性ラン藻Anabaena_sp._PCC_7120 の生理状態に伴う細胞内cAMP 濃度の変化が 

遺伝子発現に及ぼす影響を解析することを目的として、環境を嫌気条件から好気条 

件へ変換したときのcAMP 濃度の変化、及び遺伝子発現の変化について研究した。 

cAMP をシグナル伝達物質として持つことが知られている糸状性ラン藻Anabaena_sp. 

PCC_7120 は既に全ゲノム塩基配列が解読されており[1] 、DNA マイクロアレイが確立している

ので遺伝子発現を網羅的に解析することが可能な実験材料である。 

一方、cAMP は微生物から高等動物にかけて生物界に広く分布するシグナル伝達物質で、動

物細胞ではホルモンによる細胞内シグナル伝達においてセカンドメッセンジャーとして利用され、

リン酸化を介した酵素や転写因子の活性調節を行っている[2,3] 。また、大腸菌においてはCRP  

(cAMP_receptor_protein) を介した遺伝子発現の調節に関与していることが知られており[4] 、

Anabaena_sp._PCC_7120 を含むラン藻類にもCRP が存在することから大腸菌と同様な遺伝子

発現制御が示唆されている[5,6] 。 

この研究を行うに当たって、ｃAMP 濃度変化を引き起こす細胞の生理状態の変化を、“ 嫌気

条件から好気条件への移行” にしたのは、Anabaena_sp._PCC_7120 の近縁種である

Anabaena_cylindricaにおいて、この環境変化がcAMP 濃度の大きな変化を誘発することが知ら

れていたからである[7] 。また、乾燥や塩濃度の変化のようなほかの環境ストレスにおいての

cAMP 濃度変化は一過的であるが、嫌気－好気の環境変化に対応した濃度変化には持続性が

あるので、遺伝子発現にも分かりやすい変化が期待できると考えられた。 

最初に実験材料であるAnabaena_sp._PCC_7120 の生育状態を知るためにその培養を行い生

育曲線の作成をした。続いてテーマに沿って環境を嫌気条件から好気条件へ変換したときの

cAMP 濃度とそれに伴う遺伝子発現変化の解析を行った。行った実験を、生育曲線の作製、

cAMP 濃度の測定、DNA マイクロアレイによる遺伝子発現の解析の各章に分け、以下で論じ

る。 

4-3-2） 材料と方法 
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生育曲線 糸状性ラン藻Anabaena_sp._PCC_7120 を実験材料に用いるにあたって、それがどのよう

な生物であるのかを知る必要があった。そこで最初にAnabaena_sp._PCC_7120（ 野生株） の培養を

観察し、その生育曲線を作成した（1.1）。続いてcAMP 濃度測定(2 章) とDNA マイクロアレイ解析に

用いる菌サンプル採取のための培養の条件検討を行った（1.2）。一般的な実験では

Anabaena_sp._PCC_7120 の実験用細胞サンプルは対数増殖期の終わり頃のOD750≒_0.7 で採取し

ているが、今回の一連の実験では細胞を“暗所・嫌気”という過酷な条件に置くため、対数増殖期の細

胞ではこの条件に堪えられない可能性があり、条件検討を行う必要があった。 

BG11 培地による通常培養時の生育BG11 培地（組成は下記）で培養を行った。培養条件は30℃、

約30_µＥm
-2

s
-

、 

二酸化炭素を1％添加した空気を通気した。菌の生育状況の観察のためには750_nm における

吸光度・OD750 を測定した。また、クロロフィル濃度の測定には、菌液を遠心分離で集菌しメタ

ノールで溶 

解後さらに遠心分離を行いその上澄液のOD665 を測定し、OD665 からクロロィル濃度の換算公式

（OD665／74.5_＝_クロロフィル濃度（µｇ/ｍｌ  に当てはめて求めた。 

cAMP 及びRNA サンプル採取用培養の条件検討これはcAMP 測定及び遺伝

子発現測定に向けた培養である。そこで、培地はMDM0 （組成は下記）を用い

た。そこでまず対数増殖期まで通常培養を行い、対数増殖期の細胞を暗所

嫌気条件においてOD750 を経時的に測定した。尚、嫌気条件は窒素ガスの通

気で作り出した。続いて、細胞の状態が対数増殖期よりも安定である定常期

に入った後の培養液についても同様に暗所嫌気条件への切り替えを行っ

た。 

※培地組成 

・BG11_培地 

（培地1000_ml 中の溶解成分）  

 Citric_acid・H2O  6mg  

 Fernic_ammonium_citrate  6mg  
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 Na2EDTA  1_mg  

 NaNO3  _1.5_g  

 K2HPO4  39_mg  

 MgSO4・7H2O  75mg  

 CaCl2・

2H2O  
_  38_mg  

 Na2CO3   _20_mg  

 H3BO3 _   2.86_mg  

 MnCl2・

4H2O  
_  1.81_mg  

 ZnSO4・

7H2O  

 
220_µg  

 CuSO4・

5H2O  

 80_µg  

 Na2MoO4 __   _21_µg  

 Co(NO3)2・

6H2O  
_  49.4_µg  

 

・MDM0培地 

（培地1000_ml 中の溶解成分） CaCl2 10_mg _4-3-3） 結果 

MgSO4・7H2O  250_mg  

K2HPO4  _  250_mg  

NaCl ___  100_mg  

FeSO4・7H2O _  20_m_g  

H3BO3  _  2.86_mg  

MnCl2・4H2O  1.81_mg  

ZnSO4・7H2O  220_µg  

39



 

CuSO4・5H2O  _80_µg  

Na2MoO4  21_µg  

Co(NO3)2・6H2O  49.4_µg  

 

BG11 培地による通常培養時の生育 

一般に、大腸菌などの培養や細胞培養の場合、生育曲線は、対数増殖期－定常

期－死滅期の期間で分けることができる。しかし、このAnabaena_sp._PCC_7120 の

観察からは“ 一般的な” 生育曲線とは異なる曲線が得られた（ 図1-1 、1-2）。つま

り、培養初期に約20 時間の細胞倍加時間で増殖の後、OD750≒_0.8 で定常期に該当

する期間に入るようだが、この後も増殖は止まることなく、約3 日の細胞倍加時間で対数増殖を

し続けた。また、この培養では死滅期は確認できなかった。 

また、クロロフィル濃度もOD750 と同じような増加が観察された（ 図1-3）。クロ

ロフィル濃度とOD750 の関係は、比で表すと、クロロフィル濃度（µｇ/ｍｌ）／OD750 

＝ 7.75±1.18 （ 平均と標準偏差） であった。 

cAMP 及びRNA サンプル採取用培養の条件検討 

対数増殖期の細胞を用いた結果を図1-4 に示す。図1-4 のグラフが示すとおり、暗所嫌気

条件にした後、吸光度の低下が見られた。吸光度の低下＝ 菌の死滅_とは一概には言えない

が、吸光度の低下が継続することからその可能性が大きい。したがって、対数増殖期の細胞は

実験サンプルとして不適切だと考えた。 

一方の定常期の細胞での結果は図1-5 に示す。図1-5 のグラフを見ると、暗所嫌気条件へ

の切り替え後、一時的に吸光度の低下が見られたが、その後は吸光度の低下は止まり、安定し

た。 

以上の結果を踏まえ、cAMP 測定と遺伝子発現の解析に用いる実験サンプルの採取は定

常期の培養液（OD750＞1.0） で行うこととした。 

cAMP 濃度の測定既に述べたように、この一連の研究の

目的は、糸状性ラン藻Anabaena_sp._PCC_7120 の

生理状態に伴う細胞内cAMP 濃度の変化が遺伝子
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発現に及ぼす影響を解析すること 

である。そこで、環境が嫌気条件から好気条件へと変化したときのAnabaena_sp._PCC 7120 の細

胞内cAMP 濃度の変化を測定した。 

実験にはAnabaena_sp._PCC_7120 の野生株（WT） と、Anabaena_sp._PCC_7120 の現 

在知られている5 種類のアデニル酸シクラーゼ（cAMP を合成する酵素） うちスト 

レス応答に関して中心的役割を果たしていると考えられているアデニル酸シクラー 

ゼＣ 遺伝子の破壊株(ΔcyaC) を用いた。[8,9,10,11]  

菌サンプルの採取は、暗所嫌気条件下で1 時間の培養後、好気条件に切り替え、このときを

0 分_として-5 、0 、2 、5 、10 分の各時間で行った。また同時に、Õ5 分と10 分時には培養

液のフィルターろ過により菌を除いた培地の採取も行い、培地中のcAMP 濃度の測定に用いた。

その値から各採取時間での培地中のcAMP 濃度を比例計算により推定し、各培養液中のcAMP 

濃度から差し引くことにより細胞内cAMP 濃度を求めた。 

この実験のためには、MDM0 で通常培養を行い、OD750＞1.0 になったところで、ここまでの培

養で培地中に溶出したcAMP を除くために細胞を遠心分離によって集菌し、新しいMDM0 培地

への再縣濁を行った。その培養液を4ml ずつ8 本の試験管にとり、暗所嫌気条件下で8 つの

独立した培養を行った。菌採取時には試験管に50％ （ｖ/ｗ） トリクロロ酢酸（TCA）440_µｌ を

加え、速やかにボルテックスで撹拌・氷冷し、菌の生理的活性を停止させた。このように好気条

件への切り替え前後で菌液5 本と菌ろ過液2 本を採取し、残りの培養液1 本は前述の方法に

よるクロロフィル濃度測定に用いた。採取し、TCA を混合したサンプルは4_℃ に一晩おき、穏

やかに細胞を破壊した後、遠心分離により沈殿を除き、さらに、ジエチルエーテルによる4 回の

洗浄でサンプル溶液中のTCA を除いた。その後、凍結乾燥を行い、凍結乾燥後のサンプルを

cAMP 濃度測定キット、ｃAMP_Enzymeimmunoassay_Biotrak
TM

_(EIA) System  

（Amersham_Biosciences） を用いてAcetylation_assay によりcAMP 濃度の測定を行った。 

尚、菌サンプルはWT 、ΔcyaCともに独立に3 回採取し、得られた各3 つの結果の平均と

標準偏差を求めた。 

結果を図2-1 に示す。WT では嫌気時に53_pmol/mg ・Chl の濃度で存在したcAMP が、好気条

件に移行して5 分以内に15_pmol/mg ・Chl にまで低下した。一方のΔcyaC ではcAMP 濃度は

嫌気・好気の条件に関わらず、常に約7_pmol/mg ・Chl と、低い値を示し続けていることが分かっ
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た。 

この結果から、嫌気条件から好気条件へ環境が変化したとき、WT ではcAMP 濃度の減少

に伴い何らかの遺伝子発現調節があるものと考えられるが、ΔcyaCではそのような遺伝子発現

調節は見られないということが示唆される。 

DNA マイクロアレイによる遺伝子発現の解析 

前述のように、糸状性ラン藻Anabaena_sp._PCC_7120 はDNA マイクロアレイが確 

立しており、遺伝子発現を網羅的に解析することが可能となっている。また、Anabaena  

sp._PCC_7120 のWT とΔcyaCにおいて培養環境を、嫌気条件から好気条件に変化させたときの

細胞内cAMP 濃度の測定を行い、WT とΔcyaCとの明確な違いからこの条件変換においてcAMP 

濃度に依存して発現が調節される遺伝子を探索することが可能であることが示された。 

そこで、Anabaena_sp._PCC_7120 の培養環境を、嫌気条件から好気条件に変化させたときの

遺伝子発現の変化をDNA マイクロアレイによって解析した。実験ではまず嫌気条件にさらす時

間の検討を行った（3.1 、3.2）。続いて、本題である遺伝子発現変化の解析をWT とΔcyaCにつ

いて行った。これら一連の実験について以下に示していく。 

解析方法 

DNA マイクロアレイ解析の方法は、(1)RNA の抽出、(2)_標識ｃDNA の作製、(3)  

標識cDNA とマイクロアレイプレートのハイブリダイゼーション、(4)_蛍光強 

度の定量、といった手順を経る。 

まず培養液からのRNA の抽出を行った。続いて、mRNA 量を比較したいRNA サンプル2 

つについて、それぞれ逆転写によってcDNA を作製する際に、一方に蛍光標識Cy3-dUTP

（Amersham_Biosciences） を、もう一方に同Cy5-dUTP_( 同) を取り込ませ、これらの標識

cDNA 同士を混合し、マイクロアレイプレートとハイブリダイズさせた。このマイクロアレイプレ

ートには逆転写によって生じたcDNA に対応した5336 個の相補DNA 鎖がスポットされてお

り、各スポットの蛍光をマイクロアレイスキャナで読み取ることでCy3 とCy5 の蛍光強度の比

較、すなわちmRNA 量の変化の測定を行った。また、ひとつの実験において、これらの標識

を入れ替えた同様の操作も行った。操作の詳細は以下に示す。 
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（1）_RNA 抽出 

 試薬 

 ・resuspension_buffer 

       0.3 M スクロース 

       10 mM NaCl 

       (pH＝4.4~4.5) 

・lysis_buffer 

    2%(w/v)_SDS 

    10mM NaAc 

    (pH＝4.4~4.5) 

・CIA         

クロロホルム： イソアミルアルコール＝24：1 

・ PCI         

フェノール： クロロホルム： イソアミルアルコール 

＝25：24：1  

�.・0.5_M_EDTA  

�.・イソプロピルアルコール 

�.・70%_エタノール 

�.・10M_LiCl  

�.・酸性フェノール 

�.・3.0_M 酢酸ナトリウム 

�.・DNase_buffer  

 

・RNase_free_DNase_I   ____手順 

RNA 抽出用菌サンプルの採取に当たっては、cAMP 測定と同様に、MDM0 で通常培養を

行い、OD750＞1.0 になったところで、培養液の集菌・MDM0 培地への再縣濁を行った後、3 

本の50_ｍｌ プラスチックチューブに分注し、それを培養管として培養を行った。 

菌の採取に当たっては、まず培養に用いた50_ｍｌ プラスチックチューブをそのまま遠心分
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離（ 室温、1500×g 、5 分） にかけ集菌し上澄を除去した。これを液体N2 で凍結し、RNA 

の抽出まで-80℃ で保存した。 

RNA の抽出は、まず50_ｍｌ プラスチックチューブに入れ凍結保存しているサンプルを解

凍させぬまま250_µl のresuspension_buffer 及び75_µｌ_0.5_M_EDTA を加え混合し、さらに

350_µｌ のLysis_buffer_を加え数秒間の湯煎処理で解凍させた後、ボルテックスミキサーで

混合した。これに700_µｌ のhot_phenol (65℃ に温めた酸性フェノール) を加えボルッテック

スミキサー(30 秒) で混合した後、65℃ で3 分間インキュベートした。続いて、ボルッテック

スミキサー(30 秒) で混合・氷上に10 分間放置した後、遠心分離（4℃ 、1500×g 、10 分、

50_ml プラスチックチューブ） を行い、上澄をエッペンチューブに取り、700_µｌ のhot phenol 

を加えてボルッテックスミキサー(30 秒) で混合した。これを65℃ で3 分間インキュベート

し、遠心分離（4℃ 、20000×g 、5 分、エッペンチューブ） を行い上澄をエッペンチューブ

に取りもう一度この操作を繰り返した（ 以上hot phenol 処理）。得られた上澄に1000_µｌ の

PCI を加えてボルッテックスミキサーで混合し遠心分離（4℃ 、20000×g 、5 分、エッペン

チューブ） を行い上澄を取り、200_µｌ の10_M_LiCl と1000_ml のイソプロピルアルコールを

加えボルテックスミキサーで混合した。これを15 分間、-80℃ に置いた。続いて、解凍の後、

遠心分離（4℃ 、20000×g 、10 分、エッペンチューブ） し、上澄を除き700_µｌ の70% エタ

ノールを加えボルテックスミキサーで軽く混合した。さらに、遠心分離（4℃ 、20000×g 、5 

分、エッペンチューブ） を行い、上澄を除き沈殿を風乾させた。DNA とRNA の混合物である

乾燥した沈殿に50_µｌ のDNase_buffer を加え溶解させた後、1_µｌ のRNase_free_DNase_I を

加え37℃ で1 時間~2 時間インキュベートし、DNA を分解させた。この後、250_µｌ の滅菌

蒸留水と300_µｌ のPCI を加えボルッテックスミキサーで混合(30 秒)_し遠心分離（4℃ 、

20000 ×g 、5 分、エッペンチューブ） を行い上澄を取り、200_µｌ の3.0_M 酢酸ナトリウム

と1000_ml のイソプロピルアルコールを加えボルテックスミキサーで混合した。これを15 分

間、-80℃ に置き上記の操作を繰り返し、乾燥した沈殿を得た。これに50_µｌ の滅菌蒸留水

を加えボルテックスミキサーで混合の後、65℃ で3 分間インキュベート・氷上で冷却するこ

とでRNA サンプルを得た。 

（2） 標識cDNA の作製      

〈Cy3 による標識〉 

PCR チューブに10_µg のRNA とSpecific_Primer を_4_µl を取り、さらに全量が
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10.8_µｌ になるように滅菌蒸留水を加え、PCR 機で90℃ 、5_分の後、20 分かけ42℃ 

まで温度を下げた。この後、5×First_strand_buffer を4_µl 、0.1_M DTT を2_µl 、

dNTPs_mix_(10×low_t) を1_µl 、逆転写酵素・SuperscriptⅡ を0.5 µl 、

RNase_inhibitor_(HRPI) を0.5_µl とCy3-dUTP を1.2_µl 加え計20_µｌ とし、42℃ に90 

分おいた。続いて10_µl の0.1_N_NaOH を加え、70℃ で10 分処理しRNA を分解し、

最後に15_µl の1_M_Tris-HCl(_pH_7.5_) を加え、中和した。 

〈Cy5 による標識〉 

PCR チューブに5_µg のRNA とSpecific_Primer を_4_µl を取り、さらに全量が10.9_µｌ 

になるように滅菌蒸留水を加え、PCR 機で90℃ 、5_分の後、20 分かけ42℃ まで温度

を下げた。この後、5×First_strand_buffer を4_µl 、0.1_M_DTT を2_µl 、dNTPs_mix_(10

×low_t) を1.2_µl 、逆転写酵素・SuperscriptⅡ を0.5_µl 、RNase_inhibitor_(HRPI) を

0.5_µl とCy5-dUTP を0.9_µl 加え計20_µｌ とし、42℃ に90 分おいた。続いて10_µl の

0.1_N_NaOH を加え、70℃ で10 分処理しRNA を分解し、最後に15_µl の

1_M_Tris-HCl(_pH_7.5_) を加え、中和した。 

上記のCy3 標識cDNA_プローブ溶液とCy5 標識cDNA プローブ溶液を混合し、 

QIAquick_PCR_purification_kit_(Qiagen) で精製し、30_µl 弱のプローブ溶液 

を得た。 

標識cDNA_プローブ溶液は精製の後、約1 時間の

減圧乾燥により10_µl 強に濃縮した。   

（3） ハイブリダイゼーション 

精製・濃縮したcDNA プローブに10_µl に20×SSC（※） を3.45_µl 加え、95˚C で5 

分間変性させた。室温で30 分冷ました後、10%SDS を0.69_µl 加えた。全量をスライド

グラス（ マイクロアレイプレート） 上のDNA スポット部位に被せたカバーガラスとの間

に毛細管現象で浸透させた。ハイブリダイズ用カセットの中に入れ、湿気を保ちながら、

65˚C で12~15 時間ハイブリダイズさせた。 

その後、2×SSC,_0.2%SDS 中、室温で5 分間の洗浄を3 回、0.2×SSC,_0.2%SDS 中、

室温で5 分間の洗浄を3 回、0.2×SSC,_0.2%SDS 中、60˚C で5 分間の洗浄を3 回、

0.2×SSC 中、室温で5 分間の洗浄を2 回行い、スピンドライヤーでスライドグラスを
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乾燥させた。 

    ※  20×SSC  

        3.0_M_NaCl 

_______ __333_mM_クエン酸二ナトリウム 

        （ｐH＝7.0） 

 

（4） 蛍光強度の定量 

マイクロアレイの各スポットの蛍光シグナル強度は、レーザー蛍光スキャナー

Scanarray_4000_(GSI_Lumonics) を用いて定量した。得られた画像データは、

Array_Vision_(Imaging_Research) を用いて数値化した。各スポットのシグナル強度はバックグ

ラウンドのシグナル強度を差し引き、全シグナル強度を用いて標準化した。 

嫌気条件下の培養時に採取したサンプル（0 分サンプル） における標準化した蛍光強度に

対する、好気条件移行後のサンプル（15 分、及び60 分サンプル） における標準化した蛍光強

度の比を求め、各遺伝子の発現レベルの変化を決定した。 

以上が一連のDNA マイクロアレイの解析方法であるが、この手法を用いて次の実験を行っ

た。 

サンプル採取時間の検討 

RNA 抽出用の菌サンプルは嫌気条件から好気条件に切り替え後0,15,60 分で採取 

することにした。 

ここで、嫌気条件にどれだけ置いたらよいか、通常培養から光を遮断した上に酸素を絶つという

操作を行っているので、暗所嫌気条件での培養1 時間後で果たして遺伝子の発現状態が安定

するのか、もし安定しないとしたら暗所嫌気条件をどれだけ取ればよいか調べることにした。 

そこで、Anabaena_sp._PCC_7120 の野生株について、嫌気条件に一定時間おいた 

サンプルを0 分サンプルとして採取し、その後同条件で60 分培養の後サンプルを 

採取した。このとき、0 分までの嫌気時間は1 時間、3 時間、6 時間、10 時間とし 

た。 
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ここで、サンプルは各1 回採取し、測定は色素を入れ替えることで2 回ずつ行っ 

た。この2 回の結果を平均した。 

 

嫌気時間を変えてもcAMP 濃度は変わらないことの確認 

既に述べたように、WT では嫌気条件から好気条件への環境変化に伴ってcAMP 濃 

度が大きく変化することが示された。それに基づき嫌気条件から好気条件への環境 

変化に伴う遺伝子発現の変化をDNA マイクロアレイによって解析する。しかしなが 

ら、後で述べる3.1 の結果を受けて、嫌気条件に置く時間を6 時間と設定した。し 

かし嫌気条件に置く時間は2 章の実験では1 時間に設定しており、6 時間嫌気条件に置く

この先の実験ではcAMP 濃度が2 章で求められた結果と同じように変化する 

とは断言できなくなってしまう。 

そこで、暗所嫌気条件に置いた後1 時間後と6 時間後及び6 時間暗所嫌気条件に置い

た後に暗所好気条件に切り替え30 分後でcAMP 濃度の測定を行った。菌ろ過培地サン

プルは3 つ全ての時間で取った。また、各サンプルは独立に3 回採取し、得られた各3 つ

の結果の平均と標準偏差を求めた。 

遺伝子発現変化の解析 

実験にはcAMP 濃度測定と同様にAnabaena_sp._PCC_7120 の野生株（WT） とcyaC  

破壊株（ΔcyaC） とを用いた。それぞれについて、暗所嫌気条件で6 時間の培養の 

後、暗所好気条件に切り替え、切り替え後15 分と60 分でサンプルを取り、その発 

現遺伝子を0 分のものと比較した。尚、測定は各条件につき、独立した3 回の実験 

を行い、１ 回の実験当たり蛍光標識を入れ替えることで2 回、計6 回の解析を行っ 

た。 

得られた結果に対して、まずそれぞれを底が2 の対数に変換し、それらを1％ の有意水

準でｔ 検定を行い、発現量に優位な変動が認められた遺伝子を抽出した。さらに、マイク

ロアレイ測定では実験誤差が大きく、2 倍以内の差を誤差とみなす必要がある[13,14] た

め、それらの遺伝子のうち、発現に2 倍以上の変化があった遺伝子を“ 発現量が変化し
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た遺伝子” として取り上げた。続いて、WT とΔcyaCとで発現状況の違いに注目し、それ

ぞれの同じ時間でのデータ集合についてｔ 検定を行い1％ の有意水準で発現に違いが

認められた遺伝子を探った。 

4-3-4） 考察 

サンプル採取時間の検討 

結果を図3-1 にまとめた（ 図3-1）。 

図3-1 の4 つのグラフを見比べて分かるように暗所嫌気条件に置く時間を1 時間、 

3 時間、6 時間と長くするほどスポットが_ｙ＝ｘ_上に近づいてくる、つまり遺伝子発現が安定して

くる。また6 時間と10 時間では明確な違いは見てとれない。この結果を踏まえて、嫌気から好気

へ環境を変えたときの遺伝子発現変化を解析するために、暗所嫌気に置く時間は6 時間と決め

た。 

嫌気時間を変えてもcAMP 濃度は変わらないことの確認 

結果として、暗所嫌気条件に6 時間置いた培養液も同1 時間のもの同様に高い細 

胞内cAMP 濃度を示した。また、暗所嫌気条件に6 時間置いた後、好気条件に移行 

した場合でも細胞内cAMP 濃度の低下は確認された（ 図3-2）。 

したがって、嫌気条件にさらす時間は6 時間であっても1 時間と同じように扱えることが示され

た。 

遺伝子発現変化の解析 

解析結果は図3-3 のようになった。そのうち、統計学的に発現に変動が認められ 

た遺伝子については別刷でまとめた。 

WT とΔcyaCともに、この環境変化によってさまざまなタイプの働きを持つ遺伝子の発現量が変

化していることが明らかとなったが、発現量が減少する遺伝子についてはWT ではわずかしか認め

られなかったがΔcyaCでは非常に多数の存在が確認された（ 表3-4 参照）。また、遺伝子発現量

の変化で特に目立つのはエネルギー代謝に関わるような遺伝子発現の増加である。嫌気時に呼

吸ができず、ほぼ仮死状態になっていた細胞が、好気条件になったことで生命活動の基本である

エネルギーの産生を再開させるためのごく当然ともいえる環境応答でないだろうか。 

また、表3-4 ではWT とΔcyaCとで発現状況の違いに注目し、それぞれについて発現に違いが
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認められた遺伝子の個数も挙げた。遺伝子の個数はマイクロアレイ解析の検出精度に左右される

ものなので必ずしも重要な要素ではないが、WT では遺伝子発現が変化しΔcyaCでは変化の見ら

れない遺伝子の個数が0 であることが示された。 

前述のように、cAMP 濃度測定の結果からは、cAMP 濃度の変化に依存してWT では遺伝子発

現が変化しΔcyaCでは変化の見られない遺伝子の存在が期待されたが、実際にはそのようなもの

は確認できなかった。したがって、この結果からはcAMP 濃度の変化に依存して発現が制御される

遺伝子について議論することはできない。 

そこで、期待される遺伝子をひとつも見つけることができなかった原因について考察したい。 

まず考えられる問題点としては実験材料そのものである。実験に用いたWT とΔ cyaCとではも

ともとの親株が異なることが、この研究の終わり頃に判明した。親株が違うとはいえ同じ

Anabaena_sp._PCC_7120 なのだが、遺伝子によっては点突然変異等の存在が考えられ、この実験

で行ったように等しいものとして扱うには多少の無理があるのかもしれない。 

第二の問題点として挙げるべきは、遺伝子発現の基準とした０ 分サンプルである。０ 分時の

cAMP 濃度の大きな差から考えて、この時点でWT とΔcyaCとでは既に発現遺伝子に大きな差が

あると思われる。そのため、好気に切り替え後の遺伝子発現の変化がWT とΔcyaCとの比較に適さ

ないものになっていた可能性がある。 

以上のような問題点がこの実験にはあったが、これらを改善する方法として、次のような実験系

を考察した。 

まず、第一の問題だが、これは単純に用いる菌株を同じ親株由来のものにすることで解決する。

第二の問題については0 分時のcAMP 濃度の差を小さくすることが必須である。それにはΔcyaC

株でcAMP 濃度を高くすることはできないから、WT とΔcyaCの両方とも低いcAMP 濃度になるよ

うに設定する必要がある。したがって、実験を根本から見直し“ 嫌気条件から好気条件” でなく、

むしろ“ 好気条件から嫌気条件” でWT のみcAMP 濃度が上昇するような場合で観察する必要

があるのではないだろうか。実験系において培養液に酸素が無い状態からある状態にするのは一

瞬で可能だがその逆には多少の時間がかかるため、cAMP 濃度の変化に関しては“ 嫌気条件か

ら好気条件” のWT で見られたような急激な濃度変化は期待できないが、遺伝子変化については、

はたして嫌気条件にしたとき劇的に変化するのかという不安はあるものの、期待が持たれる。4-3  
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図・表 

 

Anabaenasp. PCC 7120 を、BG11 培地、30℃ 、約30 µＥm
-2

s
-1 

、Air+1% CO
2 
の

通気で培養して得られた生育曲線。 
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1-1 の縦軸を対数目盛に変換。 

 

図１－３ 

 

図1-1,2 の培養時のクロロフィル濃度。 
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図１－４ 

 

対数増殖期の培養に対して好気・通常培養条件から 

暗所嫌気条件へ切り換えを行った。グラフにおいては0時間が切り替えポイント

である。また、OD750の値は培養液のOD750の測定値から培養液を遠心分離して得ら

れた上澄のOD750を差し引いた値である。また、クロロィルの測定値OD665は濃度に

換算せず測定値をそのまま示した。 
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図１－５ 

 

 

定常期の培養に対して好気・通常培養条件から暗所 

嫌気条件へ切り換えを行った。グラフにおいては0時間が切り替えポイントである。

また、OD750の値は培養液のOD750の測定値から培養液を遠心分離して得られた上澄

のOD750を差し引いた値である。また、クロロィルの測定値OD665は濃度に換算せず測

定値をそのまま示した。 
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図２－１ 

 

 

0分時に嫌気条件から好気条件へ切り替えた。 グラフは3回の測定の平均と標準偏

差を示す。 
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図3-1 

 

 

グラフの横軸がそれぞれ暗所嫌気下に置いて1,3,6,10時間、縦軸がその後さらに

暗所嫌気条件で1時間培養後の遺伝子の発現状況を蛍光シグナルの相対値として

表したものである。 

また、2倍の幅（ｙ＝2ｘ 、ｙ＝0.5ｘ） を赤い直線で表した。 
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図３－２ 

 

 

横軸について 

1ｈ： 

暗所嫌気条件に1時間置いた培養液 

6ｈ： 

暗所嫌気条件に6時間置いた培養液 

 

6ｈ+0.5ｈ： 暗所嫌気条件に6時間置いた後、好気に切り替え30分後の培養液 

尚、グラフは3回の測定の平均と標準偏差を示す。 
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図3-3 

 

横軸を暗所嫌気下に置いて6時間後の遺伝子発現、縦軸を後好気条件に移行し

て15分又は60分後の遺伝子発現状況としてそれぞれ蛍光シグナルの相対値をプロ

ットしたものである。 

灰色の直線は2倍の幅（ｙ＝2ｘ 、ｙ＝0.5ｘ） を表している。 
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表3-4 発現に変化の見られた遺伝子数（1％ の有意水準でのｔ 検定による）  

0 min → 15 min  0 min → 60 min   

増加 

(＞２) 

減少 

(＜１/２) 

増加

(＞２)

 減少 

(＜１/２) 

WT  76 4 110  6 

ΔcyaC 158 84 186  231 

WT のみで変化 0 0 0  0 

ΔcyaCのみで変化 23 27 5  34 

 

1％ の有意水準でｔ 検定を行い、発現量が有意に変動したとされた遺伝子のうち

発現に2倍以上の変化があった遺伝子数えた結果（4行目まで）。 

及び、WTとΔcyaCとで発現状況の違いに注目し、それぞれのデータ集合につい

てｔ 検定を行い1％ の有意水準で発現に違いが認められた遺伝子を数えた結果

（ 下2行）。 
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２－２．モリンガの菌根共生とラン藻マットがアカシアの生育と根圏土壌の養

分動態に及ぼす影響 

 

要 約 

 

【目的】半乾燥地での植生を拡大する際，樹木の初期生育を支える土壌養分および水の確

保に関する研究が重要である．本研究では，微生物として，菌根菌およびラン藻，また，

貯水根を形成するインド原産モリンガおよび共生窒素固定菌により肥料木となるマメ科樹

木アカシアを用い，微生物および樹木の複合共生系を利用して，実用樹木の初期生育に適

した根圏環境，「フロンティア土壌」を形成する技術の確立を最終目標とした． 

 

【方法】 植物はモリンガ(Moringa Oleifera Lam.)，菌根菌は Glomus intraradices 

OGS-1B，ラン藻はイシクラゲ（Nostoc commune Vauch.）を用いた．供試土壌には市販

の砂質土壌を用いた．70 L 容プラスチックポットに供試土壌を充填し，処理区として，モ

リンガ栽培開始時に菌根菌胞子を施用する区(+A)としない区(-A)を設け，それぞれについて，

モリンガ栽培初期からラン藻を施用する区(+CM)，アカシア栽培開始時にラン藻を施用する

区(+CA)，ラン藻を施用しない区(-C)を設けた．また，灌水のみを行なう区(K)を設けた．2005

年 10 月 28 日，モリンガ幼苗をポットに定植し，栽培期間中は，深さ 0～20 cm および深

さ 40 cm の土壌水分の変化，モリンガの茎長の推移を測定した．冬季におけるモリンガの

生育が悪かったため，2006 年１月 30 日に全ポットをサンプリングした．サンプリングは，

地上部と根に分けて行ない，それぞれの新鮮重を測定し，細根の一部を菌根菌の感染率測

定に供試した．残りの根（貯水根を含む）および地上部は，乾物重を測定し，定法に従っ
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て各種養分吸収量を分析した．なお，+A+CA と-A+CA 区は，+A-C，-A-C 区として扱い，

処理区が-A-C，-A+C，+A-C，+A+C，および K 区の５処理区からなるとして結果を解析し

た． 

 

【結果と考察】（１）栽培終了時のモリンガの生育はきわめて不良で，開花している植物も

見受けられた．本植物を日本で冬季に栽培する場合，ハウス内温度を 15 ℃に保っただけで

は不十分で，更なる高温条件と日照が必要と考えられた．しかし，今回のような不適な環

境条件下でも，栽培終了時の根には貯水根が確認された． 

（２）+A 区の菌根菌感染率は，-A 区と比較して有意に高く，供試した菌根菌は，モリンガ

根に対して高い感染性を有することが確認された．また，+A 区の地上部窒素, カリウム含

有率，根の鉄，マンガン含有率は，-A 区よりも高い傾向が認められ，菌根菌の着生がモリ

ンガによるこれらの養分吸収に良好な影響を及ぼしたと考えられた． 

（３）ラン藻マットの設置は，今回の実験では，モリンガの生育，窒素含有率，その他の

養分含有率のいずれにも影響を及ぼさなかった． 
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１．序論 

 

 産業革命以前の大気中の CO2濃度は，約 280 ppm であった．しかし，18世紀後半以降，

産業発展に伴って石炭・石油が大量に消費され，大気中 CO2濃度は 200 年前と比べ 33％増

加し，2003 年の平均濃度は 373.7 ppm を記録している 1)．これからも人類が同じような活

動を続けるとすれば，21世紀末には二酸化炭素濃度は現在の 2倍以上になり，この結果，

地球の平均気温は今より 1.4～5.8℃上昇すると予測されている．大気中の CO2濃度の急激

な上昇が地球環境にもたらす破壊的影響ははかり知れない．それは，陸域の生態系に影響

を及ぼすばかりでなく，CO2が海水に溶解することを通じて海洋の酸性化をも引き起こす．

Orr ら 2)は，最近の報告で，炭酸カルシウム（アラゴナイト）を殻や骨格として作る動物プ

ランクトン（翼足類）やサンゴは，海洋の酸性化によって殻を育てることができなくなり，

今後も大気の CO2濃度が上昇し続けた場合，今世紀末までに南極海全体と北太平洋の一部

の海域でこれらの種の生存が危ぶまれると予測している．したがって，今後さらに「大気

CO2 濃度の安定化と放出量削減」に関する議論を深め，CO2 濃度を抑える努力が不可欠で

ある．そして，現在の人類の文化，経済活動を維持しながら地球環境を理想的な状態に誘

導する技術の開発が急務と言えよう． 

 大気中の CO2濃度を削減し，安定化させるための有力な手法として，砂漠や準砂漠を含

む乾燥・半乾燥地域の緑化を挙げることができる．これらの地域は，地球上の未利用地で

あるが，適切な植物を選択すれば，生育に不可欠な要因のうち，太陽光資源に関しては比

較的恵まれた条件にあると考えられる．しかし一般には，乾燥・半乾燥地域の環境条件は，

植物に日中の高温，夜間の低温，日中の乾燥，根系への塩の作用など複合的な環境ストレ

スをもたらす．このため植物は，本来もっている生産能力の 20％程度しか発揮していない．
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この点を克服するために，植物へのストレス耐性遺伝子導入による形質転換により環境ス

トレスの緩和をめざす研究が世界的に数多く試みられてきた．しかしながら，これらの結

果得られた遺伝子組換え植物は，実験室レベルである程度の環境ストレス耐性は示すもの

の，砂漠などの半乾燥地で直面する強光，乾燥等の過酷な複合ストレス下ではその生活環

を完結できていない．これは，環境ストレス耐性付与を植物改良の視点のみで捉えている

ことが戦略上の欠点につながっているからである．植物を用いて半乾燥地での植生を拡大

するとき，植物が生育するために必須である栄養分および水の確保は不可欠である．これ

は，半乾燥地といえども土壌からの供給からでしかありえず，植物の改良のみでは決して

行えないものである．すなわち，これまでの研究では，半乾燥地での植生を拡大するとき

に樹木の初期生育を支える土壌養分および水の確保に関する研究，“土つくり”に関する研

究が欠落していたことに問題がある．そこで，本研究では，地球上での半乾燥地の植林プ

ログラムに“土つくり”の概念を新規導入し，その土壌は，植林の初期に樹木の生育を支

持する栄養分および水の確保を可能にする“フロンティア土壌”となることをめざす． 

 本研究で植林をめざす半乾燥地は，年間降水量が 300～500 mm であり，樹木にとって慢

性的な水不足状態にある．また，この地は酸性土壌であり，窒素，リンなどの栄養分が不

足しているため，樹木生育の著しい抑制が予想される．そこで，“フロンティア土壌”形成

のためには，窒素，リンなどの栄養分および水の確保を第一義的に考慮しなければならな

い．本研究では，樹木生育・光合成の律速栄養分である窒素の土壌への供給に，地球上の

あらゆる土壌に生育するラン藻の窒素固定能力さらに肥料木であるマメ科樹木アカシア

(Acasia baileyana F. Muell, Acasia dealbata Link)を，また，リンなどの栄養分の土壌およ

び樹木への供給は，陸上植物の 90%以上の種に共生している菌根菌の土壌からの栄養分回

収能力を利用する．そして，土壌水分の確保は，土壌に根を伸張させ，地下伏流水から水
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を確保し，土壌に貯水根を形成し，半乾燥地土壌においても土壌水分生態系を形成できる

樹木であるインド原産のモリンガ(Moringa Oleifera Lam.)を用いる．以上のようなラン藻，

菌根菌および貯水根形成樹木による複合共生系を用い，植林のための“フロンティア土壌”

を形成させようとする試みは，世界に先駆けたものである．本研究では，以上のような“フ

ロンティア土壌”形成理論の検証を通じ，ユーカリ，ポプラなどの実用樹木が健全に生育

でき，効率的な植林が可能となる養水分環境および土壌生態系の構築にかかわる基礎的知

見を得ることを目的とした． 

 本研究で栽培しようとするモリンガは，1980 年代半ばから欧米諸国で活用のための研究

が進められており，葉の栄養成分，特に鉄やビタミン C，β-カロテンが豊富である 3)こと

や抗酸化成分を含むこと 4)から，家畜飼料 5)や途上国における栄養補助食品としての利用が

進められている．また，その種子は，良質の油成分 6)を含み食用とされるほか，粉末にした

油粕は，汚濁物質に対して凝集作用を示し，ヒ素 7)やカドミウム 8)の汚染水の浄化にも利用

されている．このようにモリンガは，近年，有用性が認められてきた植物であるが，その

栽培方法や養分吸収特性に関する基礎的研究は少なく，植栽密度が乾物収量や粗タンパク

質含量に及ぼす影響を調べた例 9)があるのみである．特に，モリンガが形成する貯水根の持

つ意義やその利用に関する研究報告は全く見当たらない．このような中で本研究では，モ

リンガの根および根圏に着目し，ラン藻，菌根菌との相互作用をも含めて養水分動態を明

らかにしようとするものであり，この点においても新しい研究テーマと言えよう． 

 本研究の初年度である今回の実験では，モリンガの菌根共生とラン藻マットがアカシア

の生育と根圏土壌のリンを中心とした養分動態に及ぼす影響を解析しようと試みた．栽培

期間が冬季であったため，モリンガの生育は不良で，アカシアの栽培にまで至らなかった

が，モリンガによる貯水根形成の観察と菌根共生がモリンガによる各種養分吸収量に及ぼ
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す影響の評価に重点を置いて結果の解析を行なったので，本報告書に取りまとめた．  
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２．材料及び方法 

 

2-1 栽培方法 

2-1-1 供試植物，ラン藻，菌根菌 

 供試材料として，植物は，モリンガ(Moringa Oleifera Lam.)，菌根菌は，Glomus 

intraradices OGS-1B，ラン藻は，イシクラゲ（Nostoc commune Vauch.）を用いた．本菌

根菌は，沖縄のグンバイヒルガオを主体とする海浜植物群落から分離培養・単胞子増殖さ

せた系統で，（株）環境総合テクノス研究開発部，生物環境研究所の大和政秀氏からご提供

いただいた．また，イシクラゲは，2 年ほど前に伊豆大島で採取された屋外の藍藻マットで

あり，埼玉大学理学部分子生物学科，大森正之教授から提供していただいた．2005 年 10

月 16 日，モリンガ(Moringa Oleifera Lam.)の種子を育苗土に播種し，ビニルハウス内で育

苗後，試験に供試した．また，菌根菌は，胞子を含む土壌を，ラン藻は，イシクラゲの乾

燥物を用い，2-1-3 に述べる方法で各処理区に施用した． 

2-1-2 供試土壌 

 供試土壌には市販の砂質土壌を用いた．供試土壌の一般理化学性と保水性（pF-水分曲線）

を 2-2 に述べる方法で分析し，それぞれ表１と図１に示した．2005 年 9 月下旬，70 L 容プ

ラスチックポットに，土壌水分含量測定用プローブ（ECH2O-10, Decagon Device, USA）

を深さ 40cm の位置に埋設しつつ供試土壌を充填し，ビニルハウス内に設置した． 

表１．供試土壌の一般理化学性 

土性  SL（砂壌土）

粒径組成 (%)  

砂  70.2 

シルト  15.7 
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粘土  14.1 

   

pH (H2O)  5.00 

EC (mS m-1) 18.9 

CEC (cmolc kg-1) 8.688 

全炭素 (g kg-1) 2.83 

全窒素 (g kg-1) 0.468 

C/N 比  6.05 

Truog P (mg P kg-1) < 25 

交換性塩基 (cmolc kg-1)  

Ca  0.596 

Mg  0.436 

K  0.103 

 

2-1-3 処理区の設計 

 処理区として，モリンガ栽培開始時に菌根菌胞子を施用する区(+A)としない区(-A)を設け，

それぞれについて，モリンガ栽培初期からラン藻を施用する区(+CM)，アカシア栽培開始時

にラン藻を施用する区(+CA)，ラン藻を施用しない区(-C)を設けた．また，比較のために，

試験期間を通じて無栽培で菌根菌・ラン藻を施用せず，灌水のみを行なう区(K)を設けた．

処理区の設計の一覧を表２に示した． 
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表２．処理区の構成 

モリンガ栽培（10 月～1 月） 

あり 

アカシア栽培 

（2 月～3 月） 

菌根共生 ラン藻マット ラン藻マット 
処理区 

なし 

なし あり なし あり なし あり 

K ✔     ✔  

-A-C  ✔  ✔  ✔  

-A+CA  ✔  ✔   ✔ 

-A+CM  ✔   ✔ ✔  

+A-C   ✔ ✔  ✔  

+A+CA   ✔ ✔   ✔ 

+A+CM   ✔  ✔ ✔  

 

2-1-3 栽培方法 

図１．供試土壌の pF-水分曲線 

   含水比＝(湿潤土重－乾土重)/乾土重×100 

体積水分率＝水分の占める体積/土壌の全体積×100
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）
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 2005 年 10 月 28 日，モリンガ幼苗を 70 L 容プラスチックポットに定植した．定植時に，

+A-C, +A+CA, +A+CM 各区の植え穴には，菌根菌（Glomus sp. OGS-1B）胞子を含む土壌

50 g を混和し，-A+CM, +A+CM 区の株元には，乾燥したイシクラゲ（Nostoc commune 

Vauch.）2.5 g を置いた．潅水は約 10 日に 1 度行ない，11 月 25 日には CDU 複合燐加安

S555 を各区 1 ポットあたり 20g 施用した．栽培期間中は，深さ 0～20 cm の土壌水分の変

化を，TDR 水分計(Hydrosense, Campbell Scientific, Australia)で，深さ 40 cm の土壌水

分の変化を埋設したプローブを用いてモニターした．また，モリンガの茎長の推移を測定

した．なお，TDR 水分計および ECH2O プローブは，測定に先立って 2-2 に述べる方法で

キャリブレーションを行なった．栽培が冬季にあたるため，ハウス内は灯油による暖房を

行ない，最低温度は 15 ℃に設定した．冬季におけるモリンガの生育が予想よりもはるかに

悪かったため，当初の計画では，2 月からアカシアを継続して栽培する予定であったが，2006

年１月 30 日に全ポットのモリンガのサンプリングを行なった．サンプリングは，地上部と

根に分けて行ない，それぞれの新鮮重を測定し，細根の一部を菌根菌の感染率測定に供試

した．残りの根（貯水根を含む）および地上部は，乾物重を測定し，各種養分吸収量の分

析に用いた． 

 

2-2 分析方法 

2-2-1 土壌 

（１）一般理化学性 

 供試土壌の一般理化学性は，定法 10)に従い，以下の要領で分析した．粒径組成および土

性は，ピペット法で分析した．pH，電気伝導度(EC)は，風乾土壌 10.0g に蒸留水 100 mL

を加え 30 分間往復振とう後，その懸濁液について EC は，電気伝導率計(東亜電波工業，
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CM-14P)，pH はガラス電極 (東亜電波工業，IM-40S)を用いて測定した．カチオン交換容

量(CEC)の測定は，Schollenberger 法で行なった．すなわち，浸透管に作成した土壌カラム

を，pH7 の 1 mol L-1酢酸アンモニウム中の NH4+で交換性陽イオンを交換・浸出した後，

エタノールで余剰の酢酸アンモニウムを洗浄し，次いで塩化カリウム溶液で NH4+を浸出し

た．その後，この浸出液を水蒸気蒸留・滴定法により NH4+を定量し，吸着した NH4+量を

もって CEC とした．全炭素，全窒素含量は，風乾土壌をメノウ乳鉢を用いて磨細し，200 mg

を量り取り，NC－アナライザー(住友化学，NC－80)を用いて乾式燃焼法で測定した．標準

試料として，アセトアニリド(C：71.1 %  N：10.4 %)を用いた．有効態リン酸含量は，Truog

法で行なった．すなわち，風乾土壌 500 mg に 3.0 g L-1の硫酸アンモニウムを含む 0.001 mol 

L-1 硫酸を 100 mL添加し，30 分間振とう後，懸濁液をろ過した．ろ液中のリンを，モリ

ブデンブルー法にしたがって発色させ，710nm の吸光度を分光光度計(島津製作所 UV－

1200)で測定した．なお，供試土壌中の有効態リン酸含量は，本法の検出限界以下であった．

交換性塩基（カルシウム，マグネシウム，カリウム）は，風乾土壌 5.00 g に 100 mL の１ mol 

L-1酢酸アンモニウム溶液(pH 7.0)を加え，1時間振とう後ろ過し，得られた浸出液中のMg2+, 

Ca2+,K+濃度を原子吸光光度計(島津製作所，AA-6800)で測定して求めた． 

（２）pF-水分曲線 

 100 mL 容の円筒形コアを栽培用ポットに充填された土壌表面に打ち込み，土壌を採取し

た．このコアの一方の口をろ紙で覆ったのち，水を張ったトレーに置き 24 時間放置し水飽

和状態とした．このときの状態を pF 0 とし，各水分張力における含水比を，pF 1.5 は土柱

法，pF 2.0～3.0 は加圧板法，pF 4.2 は遠心法で測定した．また，風乾土壌の水分張力を

pF 5.5, 絶乾土を pF 7 とした．得られた含水比の値を対応する pF値に対してプロットし，

pF-水分曲線を得た．pF-水分曲線から，pF 1.8～4.2 に相当する水分（有効水）は，含水比
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18.2～9.2%（体積含水率では 36.3～18.6%）であった 11)（図１）． 

（３）栽培期間中の土壌水分変化 

 本実験では，深さ 0～20 cmの土壌水分（体積水分率）の変化を，TDR水分計 (Hydrosense, 

Campbell Scientific, Australia)で，深さ 40 cm の土壌水分の変化を埋設した ECH2O プロ

ーブで測定した．一般に土壌を構成する固体，空気，水の中で，圧倒的に水の誘電率が高

いので（約 4, 1, 80），含水量が変化すると土壌の誘電率も大きく変化する．ECH2O プロー

ブは，このことに着目し土壌の含水量の変化に伴う誘電率の変化から土壌水分を計測する

センサである．一方，TDR 水分計は，土壌の見かけの比誘電率と水分量との間に経験関数

が成り立つことを利用して土壌の体積水分率を測定する装置である．比誘電率は，マイク

ロ波の伝播速度２乗に反比例することから，TDR 法では，２本の平行電極間のマイクロ波

の反射速度から土壌の体積水分率を測定する 11)． 

 いずれの装置においても，水分含量の異なる対象土壌を用いてキャリブレーションを行

なう必要があるため，風乾させた供試土壌に段階的に水を添加して十分に混和し，体積水

分率が約 10, 20, 25%の土壌を調製した．また，絶乾土壌も供試し，体積水分率 0 %とした．

これらの土壌を，栽培用ポットに土壌を充填した場合と同様の方法で 20 L 容プラスチック

容器に充填し，ECH2O プローブおよび TDR 水分計を用いて測定を行ない，指示値を，土

壌の体積水分率に対してプロットした．このキャリブレーションの結果を図２に示した．

栽培期間中の測定で得られた指示値は，図２に基づいて体積水分率に換算し，結果に示し

た． 
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図２．TDR 水分計および ECH2O プローブのキャリブレーション 

 

2-2-2 植物 

（１）菌根菌感染率 

 地上部を刈り取った後，地下部の細根の一部を採取し，菌根菌の感染率を評価した．根

を篩上で十分に洗浄し土壌を除去後，2～3cm の長さに切断した．切断した根を試験管に移

し，細胞質や核を取り除くため 100 g L-1 KOH を加えて湯浴中で 90℃に加温した．加温時

間は 4 分で行った．その後，KOH を捨て，根を水で十分に洗浄した（以下，試薬を交換す

るときにはいずれも根を水で十分に洗浄した）．続いて，30 g L-1 過酸化水素水を加え 1 時

間以上放置後，過酸化水素水を捨て，0.12 mol L-1 塩酸を加えて 1 時間以上放置した．次

に，染色液（1 g L-1のトリパンブルーを含むラクトグリセロール溶液；トリパンブルーを 1 

g L-1になるように乳酸 500 mL, グリセリン 500 mL, 蒸留水 500mL に溶解したもの）を

加え，湯浴中で 90℃に加温し染色した．染色時間は，10 分で行った．染色液を除去した後，

脱色液（ラクトグリセロール；乳酸，グリセリンと脱塩水をそれぞれ等量で混合したもの）

を加え，90℃の湯浴中で 15 分間脱色した 12)．再度脱色作業を行った後，格子交点法 13)に

よる感染率測定に移った．染色した根を 1cm のグリッドライン入りのシャーレに均一に広
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げ，実体顕微鏡下 20 倍～63 倍で，根とシャーレのグリッドラインの交点を約 100 箇所選

び，感染の認められる割合を求めた．この操作を 4 回反復して平均値を求め感染率とした． 

（２）根・地上部の各種養分吸収量 

 サンプリングした植物体は，根と地上部に分け新鮮重を測定後，乾熱乾燥機（Tabai，

LC-110）内で 90℃で 48 時間，60℃でさらに３日間乾燥させた．乾燥させた試料を粉砕機

（大阪ケミカル，Wonder Blender WB-1）で微細粉末とした後，以下の方法で分解した．

0.2 g以下の植物試料を 30 mL 容のケルダール分解フラスコに量り取り，濃硫酸 4 mL をホ

ールピペットを用いて加え，試料全体が黒くなるまで反応させた．そこに 300 g L-1過酸化

水素水 2 mL を少量ずつ突沸しないように加え，ミクロケルダール分解装置で 20 分加熱分

解した．分解液の色が黄～褐色化した場合は，放冷後さらに過酸化水素水を 2 mL加えた．

1 時間加熱分解しても分解液が褐色化しなくなるまでこの操作を繰り返した 14)．分解の終

了した溶液は，50 mL 容メスフラスコに移し蒸留水で定容した．この分解液中の窒素濃度

を水蒸気蒸留法，リン濃度を高周波プラズマ発光分光光度法(島津製作所，ICPS1000-IV)，

カリウム，カルシウム，マグネシウム，銅，亜鉛，鉄，マンガン濃度をフレーム原子吸光

光度法（島津製作所，AA-6800）で分析した．なお，銅，亜鉛については，分解液中の濃

度が 0.02 ppm以下の場合，検出限界以下とした． 
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３．結果および考察 

 

 冬季におけるモリンガの生育が予想よりもはるかに悪かったため，当初の計画では，2 月

からアカシアを継続して栽培する予定であったが，2006 年１月 30 日に全ポットのモリン

ガのサンプリングを行ない，アカシアの栽培は断念した．このため，アカシア定植時にラ

ン藻を処理する予定であった+A+CA 区と-A+CA 区は，+A-C 区，-A-C 区として扱った．す

なわち，以下の報告では，本試験の処理区が，-A-C 区(n = 8)，-A+C 区(n = 4)，+A-C 区(n 

= 8)，+A+C 区(n = 4)，および K 区(n = 4)の５処理区からなるとして結果を示した． 

 

3-1 モリンガの生育 

 予備的に 9 月に播種したモリンガでは，約 80％の発芽が観察されたが，10 月 16 日に播

種した際の発芽率は，約 40％であり，大きさの揃った苗を得るうえで大きな支障となった．

播種後のポットはビニルハウス内に設置したが，本植物の場合，発芽にも高温条件が必要

と考えられた．また，栽培期間のはじめの約 20 日間は潅水を制限していたが，葉のしおれ

や巻き上がりが観察され，栽培にあたって一定の水分条件確保が必要と考えられた．本植

物は，貯水根を形成する能力を有するが，そのことと乾燥耐性の関係については，さらに

検討が必要と思われた． 
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写真１．栽培終了時のハウス内の様子 

 

 

写真２．栽培終了時のモリンガの様子   写真３．栽培終了時に観察された貯水根 
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図３．栽培期間中のモリンガの茎長の推移 

 図中のエラーバーは，各処理区の標準偏差を示す． 

 

 栽培終了時のモリンガの茎長は，最も大きいものでも 13.5 cm であり，生育はきわめて

不良であった（写真１，２）．また，開花している植物も見受けられた．これらの結果は，

本植物を日本で冬季に栽培する場合，ハウス内温度を 15 ℃に保っただけでは不十分で，更

なる高温条件と日照が必要であったことを示している．図３に栽培期間中のモリンガの茎

長の推移を，表 3 に栽培終了時の地上部，根の新鮮重，乾物重，水分含量を示した．栽培

期間中の茎長の値は，-A-C 区＞+A-C 区＞+A+C 区＞-A+C 区の順で大きく，また，栽培終

了時の根の新鮮重，乾物重は，－A 区の方が+A 区よりも大きい傾向が認められた．しかし，

茎長に関しては，定植時の幼苗の茎長の差がそのまま反映された可能性が考えられた．一

方，菌根菌が着生した根では，植物根に存在する栄養分に対して菌根菌が競合するため，

根のバイオマスが小さくなる場合のあることが知られており，今回の実験結果もその可能
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性を示唆している．しかしこれに関しても，処理区間の差は有意ではなく，菌根菌やラン

藻を処理すると茎長や根の生育が抑えられるのかどうかについては，植物生育が良好な条

件で再度検討する必要がある．なお，栽培終了時の根を観察すると，いずれの処理区でも

小さいながら根塊（貯水根）の形成が確認され（写真３），栽培終了時の根の水分含量に大

きく貢献していると考えられたが，処理区間での違いは認められなかった． 

 

表３．栽培終了時の植物体の新鮮重，乾物重および水分含量 

地上部 根 
処理区 

新鮮重(g) 乾物重(g) 水分(%) 新鮮重(g) 乾物重(g) 水分(%)

-A-C 

1.60±0.65 0.333±0.136 79.2 

8.48±1.65 1.87±0.35 77.8 

-A+C 

1.19±0.39 0.238±0.100 80.6 

7.65±2.60 1.84±0.77 76.8 

+A-C 

1.17±0.39 0.238±0.088 79.7 

5.85±1.58 1.27±0.43 78.9 

+A+C 

1.53±0.86 0.307±0.181 80.5 

6.41±2.16 1.31±0.54 80.2 

値は，各処理区の平均値と標準偏差を示す． 

水分(%)＝(新鮮重－乾物重)/新鮮重×100. 

Tukey法による検定(p < 5%)の結果，いずれの測定項目についても，処理区間で有意な差は認められな

かった． 

 

 

3-2 栽培期間中の土壌水分の推移 

 図４に表層 0～20cm と 40cm の土壌の体積水分率の栽培期間中における変化を示した．

3-1 で述べたように，栽培開始時は，半乾燥地の現地を想定し，潅水を制限していた．この

ため，定植後 20 日までの表層土壌の体積水分率は，約 10%と低く，この状態での水分張力

は永久しおれ点である pF 4.2 よりも高かったと考えられた．植物葉には，しおれや巻き上

がり，下位葉の黄化が観察された．その後，約 10 日に 1 度，十分な灌水を行なったため，
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表層土壌の水分含量は，灌水直後には約 20 %となり次の灌水までの間に 10～15 %まで低

下する傾向を繰り返した．しかし，植物葉の巻き上がりや下位葉 
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図４．栽培期間中の土壌の体積水分率の推移 

TDR 水分計による表層 0～20cm の体積水分率（上）と ECH2O プローブによる体積水分率
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（下）の測定結果．図中のエラーバーは，各処理区の標準偏差を示す．図中の矢印は，灌

水を行なった日を示す． 
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の黄化は，必ずしも回復せず，水分条件以外に温度や日照条件の影響が大きかったと推測

された．また，処理区間での土壌水分の変化に違いは認められなかった．一方，下層(40cm)

の体積水分率は，灌水の影響を余り大きく受けず，定植 20 日目以降は，いずれの処理区で

も 18～20%の間でほぼ一定であった． 

 栽培終了時のモリンガの根には貯水根の形成が観察された（写真３）が，モリンガを栽

培しなかった K 区とその他の区を比較しても，表層，下層ともに土壌の体積水分率に有意

な差は認められなかった．一般に，植物根が十分に生育した根圏土壌では，植物の生育し

ていない土壌と比較して，保水性が異なると考えられる．特に，モリンガのように貯水根

を形成する植物は，根圏土壌中の水分状態に大きな影響を及ぼすことが予想される．しか

し，今回の実験の場合，写真３を見ても分かるように，低温と日照不足のために根の生育

がきわめて制限されたため，表層土壌，下層土壌ともに，モリンガ栽培による土壌水分へ

の影響が観察されなかったと推察された． 

 

3-3 モリンガ根の菌根菌感染率 

 栽培終了時の各処理区のモリンガの細根における菌根菌感染率の測定結果を表４に示し

た．また，菌根菌に感染したモリンガ根（+A 区）の様子を写真４に示した．+A 区の菌根

菌感染率は，-A 区と比較して有意に高く 10%以上の値が観察され，実験に供試した Glomus 

intraradices OGS-1B は，モリンガ根に対して高い感染性を有することが確認された．また，

今回の栽培は冬季であったにもかかわらず，+A 区では高い感染率が確認され，気温，日照

条件がより好適な条件下では，さらに高い感染率が得られるのではないかと思われた．一

方，ラン藻の処理は，菌根菌の感染率にはほとんど影響を及ぼさなかった． 
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表４．各処理区のモリンガの根の菌根菌感染率(%) 

処理区 菌根菌感染率 

-A-C 0.9a ± 0.7 

-A+C 0.6a ± 0.8 

+A-C 12.4b ± 5.8 

+A+C 15.3b ±12.3 

値は，各処理区の平均値と標準偏差を示す． 
地上部，根それぞれについて，平均値に付した異なる

アルファベット間には，Tukey 法による 5 %水準での

有意差が存在することを示す． 
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写真４ 菌根菌に感染したモリンガの細根（+A 区）の様子（バーは，100 µm） 
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3-4 モリンガの各種養分含有率 

 栽培終了時のモリンガ地上部および根における各種養分含有率の分析結果を表５および

表６に示した．+A-C 区の地上部窒素, カリウム含有率は，他の処理区と比較して有意に高

く，微量必須元素では，+A-C, +A+C 区の根のマンガン含有率が，他の処理区よりも有意に

高い結果が得られた．また，+A 区では，地上部のリン含有率，根の鉄, マンガン含有率が

-A 区よりも高い傾向が認められ，+A-C 区では，これらに加えて地上部の鉄, マンガン含有

率も他の処理区より高い傾向が認められた．3-1 で述べたように，栽培終了時のモリンガの

生育は，+A 区の根の生育が-A 区と比較して若干劣ったことを除くと，処理区間で有意な差

は認められなかった．したがって，+A 区の根で鉄, マンガン含有率が-A 区よりも高かった

ことには，根の生育抑制による濃縮効果が関与しているかもしれない．しかし，+A 区では，

地上部のリン含有率が-A 区よりもやや高かったことから，菌根菌によるリン吸収促進効果

があったと考えられた．菌根菌は，外生菌糸から各種低分子有機物や酵素等を分泌し，土

壌中の難溶性リンを可溶化する能力を有することが知られている 15)．土壌中の難溶性リン

の一部は，鉄・マンガン，土壌有機物とともに複合体となって安定化しており，それらが

菌根菌によって可溶化される際には，リンとともに鉄やマンガンの有効性も高まると考え

られる 16)．すなわち，+A 区の根で鉄, マンガン含有率が-A 区よりも高かったことに，菌根

菌の効果が関係している可能性が十分にあると思われた． 

 一方，今回の実験では，植物への窒素有効性を期待してラン藻の処理を行なった．しか

し，ラン藻の影響は，モリンガの生育，窒素含有率，その他の養分含有率のいずれにも影

響を及ぼさなかった．ラン藻の処理には，乾燥したイシクラゲを株元の土壌表層に設置す

る方法をとったが，栽培期間を通じて，イシクラゲは乾燥した状態のままであり，形状の

変化は観察されず，新たなラン藻マットの形成も全く認められなかった．本研究で緑化の
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対象とする半乾燥地域は，年間降水量が 300～500 mm程度あるものの，今回の実験の灌水

条件と比較すると，現地の水分条件のほうがはるかに乾燥状態にあると考えられる．した

がって，現地でラン藻を活用していくためには，モリンガ根圏においてラン藻類の生育に

必要な水分の確保が可能なのかどうか，十分に検討する必要があると思われた． 

 

表５． 栽培終了時の各処理区のモリンガの窒素，リン，カリウム，カルシウム，マグネシ

ウム含有率 

N P K Ca Mg 

(g kg-1 D.W.) 
処理

区 
---------------------------------地上部--------------------------------- 

-A-C 7.84a±2.14 1.73a±0.24 28.88a± 5.65 13.21a±1.61 2.24a±0.55

-A+C 10.55a±4.02 1.82a±0.45 30.51a± 5.52 12.78a±2.07 1.73a±0.33

+A-C 12.69b±3.11 2.23a±0.66 44.45b±10.27 12.03a±2.94 1.89a±0.47

+A+C 8.67a±2.47 2.05a±0.43 28.55a±19.99 11.13a±3.70 1.85a±0.51

 --------------------------------- 根 --------------------------------- 

-A-C 45.54a± 9.04 0.63a±0.20 0.09a±0.01 2.33a±0.63 1.42a±0.16

-A+C 36.59a±14.24 0.63a±0.14 0.09a±0.02 2.24a±0.38 1.38a±0.18

+A-C 37.07a±10.40 0.68a±0.17 0.09a±0.02 2.40a±0.77 1.50a±0.25

+A+C 59.86a±38.66 0.71a±0.17 0.08a±0.02 2.27a±0.52 1.45a±0.19

値は，各処理区の平均値と標準偏差を示す． 
地上部，根それぞれについて，平均値に付した異なるアルファベット間には，Tukey 法に

よる 5 %水準での有意差が存在することを示す． 

 

表６． 栽培終了時の各処理区のモリンガの窒素，リン，カリウム，カルシウ

ム，マグネシウム含有率 

Cu Zn Fe Mn 

(mg kg-1 D.W.) 処理区 

--------------------------地上部-------------------------- 

-A-C < 5.00 27.64a±3.54 198.8a±39.4 112.6a±29.4 

-A+C < 5.00 26.96a±4.88 168.0a±29.4 89.6a±16.1 

+A-C < 5.00 25.14a±4.38 233.0a±95.1 137.0a±47.2 

+A+C < 5.00 25.79a±6.66 168.4a±34.8 133.1a±49.5 

根 -------------------------- 根 -------------------------- 

-A-C < 5.00 < 5.00 163.8a±68.8 18.78a± 5.24 

-A+C < 5.00 < 5.00 139.6a±47.3 13.23a± 5.47 

+A-C < 5.00 < 5.00 206.0a±81.9 34.43b±13.30 

+A+C < 5.00 14.72±3.45 204.8a±98.8 43.23b±12.67 

値は，各処理区の平均値と標準偏差を示す． 
地上部，根それぞれについて，平均値に付した異なるアルファベット間には，

Tukey 法による 5 %水準での有意差が存在することを示す． 
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3-5 総合考察および今後の課題 

 序論でも述べたように，モリンガの栽培方法や養分吸収特性に関する基礎的研究は，非

常に限られている．Sánchez ら 9)は，Nicaragua (12°08′15″N, 86°09′36″E)で植栽密度と刈

り取り頻度がモリンガのバイオマス生産に及ぼす影響について栽培試験を行ない， 75 日毎

に刈り取りを行なうことで，最高年間 24.7 Mg ha-1の乾物収量を得たことを報告している．

そして，高いバイオマス生産量を得るためには，500,000～750,000 本 ha-1 の植栽密度で

75 日毎の刈り取りを行うことが適当としている．この植栽密度は，50-75 本 m-1と著しく

高い．一般に，密植条件下では植物１個体あたりの乾物生産量はやや低下する．しかし彼

らは，単位面積当たりのバイオマス生産量でみると，１個体当たりのバイオマスの低下は

個体数によって相殺され，単位面積当たりの収量は増大すると述べている．今回我々が栽

培に用いた 70L 容ポットの口径は約 45cm であり，500,000～750,000 本 ha-1の植栽密度

は，1 ポットあたり 8～12個体に相当する．本研究の目的は，モリンガの貯水根形成能力等

を利用して，モリンガ栽培後に育成するアカシアの生育を助け，実用樹木であるユーカリ，

ポプラの植林を成功させるのに好適な根圏環境「フロンティア土壌」を形成させることで

ある．しかし，モリンガの葉や種子は，食料，家畜飼料としても有用であることが知られ

ており，その収量を増大させることはきわめて有益と考えられる．したがって，今後の研

究では，より高い植栽密度でモリンガ栽培を行ない，そのバイオマス収量についても検討

する必要がある． 

 また同じ報告 9)の中で，モリンガのバイオマス生産は，降雨の影響を大きく受け，乾季に

は収量が低下することが指摘されている．彼らが試験を行なった地域は，年間降水量

1403mm, 平均気温 27.3℃，相対湿度 72%で，11 月～4 月の間が乾季，5 月～10 月が雨季

となり，試験が行なわれた年の 10 月～3 月はほとんど降雨がなかったが，5, 6, 9 月には，
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1ヶ月に 150～450mm の降雨があったとのことである．今回，我々が行ったポット試験に

おいても，灌水量を制限していた生育初期には，植物の葉に巻き上がりや黄化が観察され，

栽培初期における灌水が，その後の植物の生育にとって重要であると考えられた．本研究

で植林をめざす半乾燥地は，年間降水量が 300～500 mm であることから，定植～初期成育

の期間に雨季が訪れるよう工夫するなど，現地における播種条件の検討が重要と思われた． 

 一方，Sánchezら 9)の栽培試験では，播種時と刈り取り時の２回，90kg N ha-1, 30kg P ha-1, 

30kg K ha-1の施肥を行なっているが，モリンガ栽培における施肥については，今後の研究

課題としている．今回の我々の実験における施肥量は，N, P, K ともに約 180 kg ha-1に相

当する．この施肥量は，日本における作物栽培から考えると決して多量とはいえないが，

Sánchez らが Nicaragua の現地で行なった試験と比較するとかなり多量である．したがっ

て，次回の栽培では，施肥量を 1/2程度とし，植物の生育の様子を見て追肥を施すようにし

たい．また，今回の実験で明らかになったように，モリンガ根には，リン吸収を促進する

菌根菌を共生させることが可能であることから，栽培土壌の肥沃度にもよるが，リン酸施

肥についてはかなり控えても良いように思われた． 

 植林における菌根菌の有用性については，我々が，マレーシア・サラワク州の熱帯雨林

における森林の再生のために，効率的な植林方法を確立することを目的に実施した一連の

試験 17～19)においても示されている．我々は，フタバガキ科植物の苗の活着向上を目的に，

外生菌根菌を着生させたフタバガキ科植物苗(菌根木)から着生させていない苗への菌根菌

の伝播と苗の生育について検討した．そして，菌根木に対する苗の植栽密度が，菌根菌の

伝播や苗の養分吸収量に影響を及ぼすこと，菌根木とともに緩効性肥料を施用することで

苗の活着とその後の成長が向上すること等を明らかにした．この研究で用いた菌根菌は，

土着の外生菌根菌であったが，植物による養分吸収向上等の面において，内生菌根菌も有
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効と期待された．今回の研究において，沖縄のグンバイヒルガオを主体とする海浜植物群

落から分離培養・単胞子増殖された Glomus intraradices OGS-1B がモリンガ根に共生し

うることが明らかとなった点は，きわめて有益である．また，菌根菌の着生によって，モ

リンガ地上部の P 含有率や根の Fe, Mn 含有率が向上する傾向が認められたことは，供試し

た菌根菌が宿主植物の栄養状態を向上させる方向に作用することを示唆している．特に，

本菌根菌は，海浜植物群落から分離培養されていることから，乾燥や高温条件に対しても

耐性を有すると考えられ，半乾燥地の緑化という本研究の目的に合致している．今後，モ

リンガ栽培後にアカシアを定植し，アカシア根に菌根菌を伝播させることができれば，ア

カシアの生育を向上させるばかりでなく，その後に栽培される実用樹木であるユーカリや

ポプラにとっても良好な影響をもたらすと期待された． 

 一方，今回の実験では，ラン藻の効果については，確認することができなかった．これ

には，栽培中期以降は，十分な灌水を行なったにもかかわらず，乾燥したイシクラゲのマ

ットが，湿潤することはなく，栽培終了時まで乾燥状態であったことが原因と考えられる．

ラン藻の窒素固定による植物根圏への窒素供給を期待するためには，イシクラゲ以外の種

類のラン藻の利用も視野に入れ，使用するラン藻の繁殖条件についてさらに検討し，根圏

土壌への施用方法を確立する必要があると考えられた．また，本研究では，モリンガ栽培

後に，マメ科植物であり肥料木となりうるアカシアの栽培を計画していることから，根圏

土壌への窒素供給については，アカシア栽培の効果に重点を置く方が有効かもしれないと

思われた． 
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