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要約 

 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。光

合成能力の強化の結果、CO2固定能力が個体あたり２倍の植物が創製できれば緑化面積に対

して効果的な CO2削減を期待できる。カルビン回路に代表される光合成ソース機能が植物の

光合成能力を律速するため、光合成能力の強化には、このような律速を解除することが重

要である。こうした観点から、申請者らはこれまでカルビン回路の構成する酵素の一つで

あるルビスコに注目し、酵素的性質の優れたガルディエリアルビスコの発見に至った。こ

のガルディエリアルビスコの機能を高等植物に付与すれば、光合成能力の律速解除が期待

できるが、実際、遺伝子を介した機能付与の試みは、遺伝子発現系の異種生物間の障壁の

ため現状ではうまくいっていない。一方、ガルディエリアルビスコの酵素的性質に匹敵す

る別の優良ルビスコが最近今中らにより発見された。申請者らの予備実験からこのルビス

コの場合、遺伝子発現系の異種生物間障壁は見られないことが明らかとなっている。そこ

で、本プロジェクトにおいては、このルビスコに注目し光合成ソース機能改良による CO2

固定能力増強植物の創製を目的とした。さらには、光合成能力強化による生産性増大に期

する研究開発もあわせて目的とした。本年度は、光合成を行う中温菌 Rhodopseudomonas 

palustris No.7の染色体に、もともと存在する 3 つの Rubisco 遺伝子を削除した変異体を

作成した。この変異体 strain(3)は、photoautotrophic でもあるし、photoheterotrophic

でもある状況の下で成長することができた。この変異体に対して、rbcTk遺伝子を導入した

形質転換体を作成した。この結果、形質転換体は photoautotrophic あるいは

photoheterotrophic な 状 況 の 下 で 、 成 長 し た 。 photoautotrophic あ る い は

photoheterotrophic な状況の下、異なるルビスコ活性のもと、その成長量を比較したとこ

ろ、Rubisco活性のレベルと成長率との間に良い相関がみられた。免疫沈降実験で、形質転

換体で見つけられる Rubisco活性は、RbcTk だけに由来することが分かった。これらの結果

は、超好熱菌からの TypeIII RbcTkが CO2固定の mesophilicorganism を支持することを示

している。さらに形質転換体の成長率が改善された Rubisco 活性を指標に改良ルビスコ設

計ための便利なパラメータとして使えることを証明した。 

タバコにトウモロコシ由来の PCK を導入し、葉緑体において発現させるようにした形質

転換植物について、その光合成活性が増強されるという予備的知見を得、さらに種々の生

育条件下で検討をおこなったが、栄養や光条件などが良好である場合には、ほとんど有意

の差が観測できず、むしろ不良な生育環境条件下において増強効果がみられるようであっ

た。しかし、良好な生育条件下でもフェニルプロパノイドの蓄積量は形質転換株において

有意に増加しており、これは、PCK が葉緑体において機能した結果、ホスホエノールピルビ

ン酸（PEP）の供給が高まったためと考えられる。今後、この形質転換植物がどのような条

件下で高い光合成能を示すのかを明らかにすることが必要である。また、予期せぬことと

してフェニルプロパノイドの合成能の増強が観察されたが、これは PCK が有用なフェニル

プロパノイドの生産に役立つ可能性を示唆するものである。ともあれ、導入された PCK が

たしかに葉緑体において発現し、活性を発現していることが明確になったので、この形質
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転換植物にさらにホスホエノールピルビンン酸カルボキシラーゼ（PEPC）を発現させ、C4

ミニサイクルを完成させるべく歩を進めることにした。さらに、機能改変 PEPC の作成とそ

のｃDNAを植物に導入するためのコンストラクトの作成。以前に我々は、C4植物の PEPC を

そのまま C3 植物において発現させても、PEP に対する Km値が大きいことおよびリンゴ酸の

細胞内濃度がかなり高いために、十分活性を発揮できないことをみてきた。このことは、

フィードバック阻害剤であるリンゴ酸にたいして感受性の低い好熱性ラン藻のPEPCを用い

たときには、十分活性を発現することによって証明された（ Chen LM, Li KZ, Miwa T, Izui 

K. Overexpression of a cyanobacterial phosphoenolpyruvate carboxylase with 

diminished sensitivity to feedback inhibition in Arabidopsis changes amino acid 

metabolism. Planta. 2004 Jul; 219(3): 440-9.）。それで、われわれは、トウモロコシの

C4 光合成型 PEPC に変異を導入することによって、PEP の Km を小さくし、かつリンゴ酸に

たいする感受性を失わせた酵素を作成することに成功した。 

光合成ソース機能改良植物の創製の一環として、カルビンベンソンサイクルに 3-ヘキス

ロース 6-リン酸シンターゼ（HPS 遺伝子産物）と 6-ホスホ-3-ヘキスロイソメラーゼ（PHI

遺伝子産物）によるバイパス経路を作ることにより、光合成能力強化を目的とし、

Mycobacterium gastri MB19株で単離された PHIと HPSの融合遺伝子 rmpABを葉緑体で発現

する葉緑体形質転換タバコを作出した。現在、光合成ソースの機能改変の効果を検討して

いる。 

 



 5

Summary 

 The direct way for atmospheric CO2 diminution is reinforcement of the photosynthetic 

potential power which plant has.  If the CO2 fixation competence of individual plant 

increased two times higher, an effective CO2 diminution for replanting area.  It is 

important to remove such a rate-limiting in reinforcement of photosynthetic potential 

force so that rate-limiting does photosynthetic potential power of plant functioning 

a photosynthesis source represented by Calvin cycle.  From such a point of view, we 

paid attention to rubisco, the enzyme which Calvin cycle constituted and discovered 

the superior rubisco in Galdieria in terms of enzymic property.  The trial of 

providing this superior property to the model plant, tobacco do not succeed because 

of the barrier between hetero- organism of gene expression line.  On the other hand, 

another excellent rubisco equal to enzymic property of Galdieria rubisco was 

discovered recently by Imanaka.  The preliminary experiment reveals that such barrier 

is not seen. Therefore we paid attention to this rubisco.  This year we constructed 

mutants which substituted of Glu-63, Arg-66, Asp-69 to Ser. As a result, it was 

recognized that thermal denaturation temperature of variant shifted to the cooling 

temperature side than that of wild type.In addition, I aimed for construction of 

improved Sr of RuBisCO for the increase of photosynthetic rate.  As a result, CO2 

affinity increased and this amino acid residue participated in CO2 recognition was 

strongly suggested. 

Phosphoenolpyruvate Carboxykinase (PCK) (EC 4.1.1.49) was introduced into 

chloroplast for reinforcement of photosynthetic potential force by raising carbon 

dioxide concentration in chloroplast with action of this enzyme.  As a result, PCK 

may increase the photosynthetic activity. 

In order to improve the function of Calvin Besson cycle in chloroplast, we made a 

bypass pass way for the introduction of a HPS gene and a PHI gene.  For this purpose 

we prepared the tobacco chloroplast transformation vecter carrying a fusion gene rmpAB 

of PHI and HPS isolated in Mycobacterium gastri MB19.  Now we examine the function 

of the transplastomic tobacco..  




