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要約 

 地球温暖化問題はエネルギー問題と置き換えることができる。化石資源のエネルギー

利用をバイオマス由来のエネルギー利用に転換することは、２１世紀における循環型社

会を形成する上においても選択肢の一つであるが、バイオマスエネルギーの実用化に際

してはバイオマスを高速に再生させる技術の開発が求められている。 

 本研究開発では、植物の葉緑体形質転換による高速バイオマス生産技術の確立をめざ

し、このためタバコ（モデル植物）により確立した光合成能力を増大させることによる

バイオマス高速生産技術を実用樹木であるポプラ確立すること、またこのための要素技

術である葉緑体形質転換手法をアブラヤシに適用できるようにすることを第一の目的

とした。また、すでに基本的な部分を開発していたポプラ葉緑体形質転換系の確立を図

るとともに、タバコで効果のあった光合成系強化遺伝子のポプラ葉緑体への導入を通し

てポプラの生産性の向上を図ることも目的とした。 

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。しかし葉緑体形質転換系はタバコを筆頭に複数

の草本植物で報告されたのみで、樹木への適用報告例はまだない。そこで我々はモデル

樹木であるポプラの葉緑体形質転換系の開発に取組み、ポプラ葉緑体ゲノムへの外来遺

伝子挿入に成功したので報告する。外来遺伝子としてスペクチノマイシン耐性を付与す

る aadA 遺伝子と緑色蛍光蛋白質の遺伝子を葉緑体ゲノムの目的部位に挿入する形質転

換用ベクターを構築し、ポプラの葉を材料としてパーティクルガンによる葉緑体形質転

換を行った。処理した葉 40 枚を選択マーカー（aadA）に対応する抗生物質スペクチノ

マイシンとカルス誘導のためのホルモ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 106 株が得られ、そ

のうち 17 株については緑色蛍光が観察された。蛍光が観察されたカルス 17 株のうち 3

株からゲノムを抽出して PCRによる分析を行った結果、調べたカルス 3 株全てで 2つの

外来遺伝子が葉緑体ゲノム上の目的とした部位特異的に挿入されていることが確認で

きた。我々の知る限り樹木の細胞で葉緑体形質転換に成功した例はこれが初めての報告

である。このポプラ葉緑体形質転換法を用い、1.8 倍の生産性を付与するラン藻

FBP/SBPase 遺伝子をポプラ葉緑体へ導入し、葉緑体形質転換体を得た。現在、鉢植え

状態で生育させており、２０cm 程度の苗木になっている。この個体の光合成活性等の

解析に取りかかっている。 

アブラヤシ葉緑体形質転換技術の開発においては、インドネシア BPPT、アジアシー

ドと共同研究を行った。このため、まずアブラヤシ葉緑体遺伝子組換え用のベクターを

設計、構築した。RITE が開発した葉緑体葉緑体遺伝子組換え法をアブラヤシに応用す

るため、アブラヤシの形質転換の経験を持つ AsiaSEED の研究者が地球環境産業技術研

究機構（以下 RITE）を訪問するなどして討議、情報収集した。RITE において、すでに

葉緑体形質転換が成功した数種の植物について遺伝子導入条件を詳細に検討し、アブラ

ヤシへの適用への手がかりを得た。また、葉緑体遺伝子組換え法をアブラヤシに適用す

る場合、遺伝子導入対象組織は未展開葉が適していることが示唆された。アブラヤシ組

織のストレプトマイシンへの反応を観察した結果、培養の Initial材料となる未展開葉

で比較的反応が確実に現れた。いっぽうカルスなど他の組織では結果が安定しなかった。

多くの葉緑体(前駆体)が含まれている未展開葉のストレプトマイシン感受性試験を繰

り返した。試料を準備する段階で未展開葉の切り口付近に効率的に遺伝子を導入できる、

試料の配置、DNA 量等の条件を確認した。これは特にすなわち DNAを付着させた金粒子

の量、試料と吐出口との距離の調整よって得られた。アブラヤシは熱帯地方でのみ生育

可能な植物であり、各種実験に用いる試料を日本国内で獲得することは困難である。実

験等に必要な試料を得るため、BPPT 施設内の圃場を整備するとともに、ジャカルタ近
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郊のインドネシア国営農業公社のアブラヤシ農園から試料を得るための申し合わせを

結んだ。また、北スマトラにある国立アブラヤシ研究所、国立ボゴール農科大学からも、

遺伝資源やその管理方法などの情報を得た。 

 

 

Summary 

 

 The global warming issue can be replaced with an energy problem. When it forms 

circulation type society in the 21st century, it is one of a choice to switch the energy use 

of fossil resources to the energy use of a biomass origin. Technical development to 

regenerate biomass on the occasion of practical use of biomass energy at high speed is 

demanded. For this research and development, the establishment of high-speed biomass 

manufacturing technique is aimed by a chloroplast transformation of a plant. For this 

purpose, the high-speed biomass manufacturing technique which have already 

developed using tobacco (a model plant) is applied to Poplar (Populus alba).  In 

addition, the development of Palm tree chloroplast transformation technique is started. 

 Plastid transformation was performed with poplar leaves by particle bombardment 

using the chloroplast transforming vector pCB1GFP that carries the coding sequences 

for a spectinomycin resistance gene (aadA) and a green fluorescence protein gene. From 

the 40 bombarded leaves, 106 spectinomycin resistant green calli were obtained on 

selection medium while most leaf sections became bleached. A green fluorescent cell 

was observed in 17 calli of the 106 calli. The genomic DNA was isolated from 3 of the 

17 calli and analyzed by PCR. PCR analysis confirmed that the introduced genes were 

site-specifically integrated into the plastid genome of the poplar in the all analyzed calli. 

Regeneration of transformed poplar from calli is in progress. To our knowledge, this is 

the first report on chloroplast transformation for trees.  With this poplar chloroplast 

transformation method,  FBP/SBPase gene to give productivity of 1.8 times has 

introduced  into a poplar chloroplast and got chloroplast transformants.  Now they 

become a young plant of around 20cm.  We have just started the analysis of 

photosynthesis activity of these tansformants. 

 In development of Palm tree chloroplast transformation technology, we studied it with 

Indonesian BPPT, an Asian seed jointly.  First of all, we designed a vector for Palm 

tree chloroplast genetic recombination and built it.  When undeveloped leaf of Palm 

tree cultured, relatively applicable sensitivity against streptomycin was observed.  In 

addition, conditions and parameters such as placement of the sample and quantity of 

DNA were determined for the introduction of foreign gene into undeveloped leaf.  To 

get the palm tree sample necessary for experiments, an agreement was tied up between 

BPPT and domestic palm tree farm of Indonesian state agriculture public corporation of 

the Jakarta neighboring. 




