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0. 要約 (Summary) 

 

要約 

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

この能力を活かすことで地球温暖化防止のための CO2 削減効果を期待するものである。地
球上の未利用地で大半を占める半乾燥地などの緑化を行うことにより、CO2 固定促進をそ
の手段としてもちいる。この手段においては、固定した炭素を長期保持できる樹木の活用

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

囲（面積）の拡大を可能にする環境ストレス耐性能が大きい、という２つの性質が求めら

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

らは、苛酷な環境ゆえに、CO2 固定能が十分に発揮されておらず、あるいは生長が抑制さ

れているゆえに、CO2 固定促進効果は期待できない。そこで、本プロジェクトでは、これ
らの問題を解決する方策として、（１）遺伝子組換え技術を利用したユーカリなどの有用樹

木(上記の性質を付与した樹木)の創生および（２）野外で生育するユーカリなどにおいて優
れた形質をもつ精英樹(上記の性質をもつ樹木)の選抜法の確立、つまりこの 2つの柱の技術
開発に取り組んでいる。これら２つの技術開発は、植生範囲の拡大を可能にする樹木の創

生に道を開くものと考える。 
遺伝子組換え技術を利用した有用樹木の創生（１）では、4 つの技術開発項目（A: CO2

固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術、B：ストレス耐性遺伝子確保技術（森林創生樹木
への複合ストレス耐性能力付与技術開発）、C：実用遺伝子組換え体を得るための遺伝子組
換え（形質転換）技術、D：遺伝子組換え樹木利用のための安全性確保技術、それぞれに取
り組んでいる。また、野外で生育するユーカリなどにおいて優れた形質をもつ精英樹の選

抜法の確立（２）では、E：樹木のストレス耐性評価技術、CO2固定量評価技術、それに基

づくデータマイニングによる精英樹選抜技術開発を行っている。これらの項目の課題はそ

れぞれに相互連関しており、個々課題の遂行により植生範囲を拡大する樹木を創生できる

ものと考える。 
以下、本年度の各技術開発項目成果の概要を記す。 

 
A: CO2固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術 
本項目では、CO2 固定増大に関わる生理機能・生化学的メカニズムの解析そしてそれら

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

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

課題内で詳細な研究課題を設定した。CO2固定強化遺伝子確保技術での 2 つの研究課題で
は、CO2固定能制御に関わる遺伝子をモデル植物からスクリーニング・単離する試み、CO2

固定酵素のモデル植物での過剰発現の試みを行なった。また、養分吸収能力強化に向けた

基盤技術では、酸性土壌でのリン酸利用効率増強の試みを行なった。 
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これらの成果として、昨年度確立したシロイヌナズナ光合成変異株のスクリーニング系

により、新たに電子伝達反応に異常があると予想される変異株を 2個体、RuBP再生反応・
糖利用効率に異常があると予想される変異株を 6 個体新たに選抜した。また、昨年度取得
した光合成変異株 3 株に関して原因遺伝子同定を進めた。今後、これら原因遺伝子の同定
およびその遺伝子組換え技術による樹木への適用により、CO2 固定能を増大改良できるこ

とを期待している。また、統計遺伝学的解析や網羅的遺伝子発現解析によりモデル植物か

ら更なる有用遺伝子を特定した。得られた遺伝子の組換えにより樹木の酸性土壌における

リン酸利用効率の更なる増強が期待できる。 
 
B: ストレス耐性遺伝子確保技術（森林創生樹木への複合ストレス耐性能力付与技術開発） 
本項目では、ストレス耐性に関わる生理機能・生化学的メカニズムの解析そしてそれら

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

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

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

み、さらに耐塩性樹木創生の試みを行なった。 
これらの成果として、組換え体の乾燥ストレス耐性評価系の構築を完了した。また、ダ

イコン由来のアクアポリン(水チャネル)遺伝子をユーカリに導入し、十分に潅水した条件下
で、組換え体において生育促進が認められた。このことは細胞膜アクアポリンの発現増強

が生育にプラスに作用していることを示している。さらに、特筆すべき成果として、ユー

カリにマングリン遺伝子を導入し、耐塩性が認められる組換えユーカリを作成したことが

挙げられる。 
 
C: 実用遺伝子組換え体を得るための遺伝子組換え（形質転換）技術 
本項目では、実用樹木であるユーカリおよびポプラでの葉緑体遺伝子組換えおよび核遺

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

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

築・ユーカリ生葉への導入、ポプラ生葉葉緑体遺伝子組換えを試み、組換え体の創生をお

こない、また遺伝子組換え体での導入遺伝子の安定発現系の開発を行なった。 
これらの成果として、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た標的個体を作成し選抜した。今後、分析を進め、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。またフェレドキシン遺伝子導
入ポプラ葉緑体形質転換体を作出した。今後は、これらの基盤組換え木を用いて、樹木で

の有効性を検討する。本技術の開発により、組換え樹木の作成・選抜期間が大幅に短縮さ

れると考えられる。 
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D: 遺伝子組換え樹木利用のための安全性確保技術 
本項目では、遺伝子拡散防止のための技術開発および野外持ち出しのための遺伝子組換

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

では不稔樹木の開発、また接木方法による遺伝子拡散防止技術開発を試みた。さらに、遺

伝子組換え体の野外持ち出しのための組換え体利用申請に関する調査を行なった。 
これらの成果として、地下部は遺伝子組換え体、地上部は野生型を用いた接ぎ木個体を

利用して、組換え遺伝子の拡散を防止した酸性土壌耐性ユーカリの実証試験を目的に、ブ

ラジル政府から遺伝子組換え実験と組換え体の輸入に関する許可を得、事業植林土壌で温

室栽培する生育特性、施肥効果、生物多様性影響等の評価を開始した。さらに昨年度設置

された特定網室において、遺伝子組換えユーカリの形質（耐塩性）を評価するシステム構

築し、マングリン遺伝子導入ユーカリのうち、５系統で明確な耐塩性が認められた。 
 
E: 樹木のストレス耐性評価技術、CO2固定量評価技術、それに基づくデータマイニングに

よる精英樹選抜技術開発 
本項目では、精英樹の生理生態学的解析を行ない、現段階でのポテンシャルとしての CO2

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

地・塩害地での挙動解析を行なった。 
これらの成果として、本年度は、2005 年度に西豪州（コリー近郊）の降水量５００mm
の地域の、ドラウト被害地（土壌層が浅い地域）、塩害地等に植栽した苗の生長量調査を行

った。これらユーカリ精英樹の温室栽培個体の成長解析および植栽現地における稚樹を用

いた生理生態学的解析を行った。乾燥・塩害などの生育不適環境での、ユーカリの機能損

失（成長阻害・枯死等）の原因の解明が期待される。 
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Summary 

In this project, we try to use the ability of photosynthetic organisms, plants and trees, to fix CO2 as 

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

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

we aim the stimulation of CO2-sequestration. For the execution of this project, the utilization of trees 

is ideal, because they keep the fixed carbon for a long time. And, these trees are required to have the 

two characteristics: 1, a higher activity of CO2 fixation on the basis of unit area; 2, a higher tolerance 

against multiple environmental stress for expanding the vegetative area. Although in the natural 

habitats plants and trees live under the severe environments, their CO2 -sequestration activities are 

low, because they do not use their CO2 fixation ability in the best way or their growth is suppressed 

due to the worse environments. To solve these problems, we try to develop the two main techniques: 

(1), the production of genetic modified plants and trees, which have the superior CO2 fixation 

activity or stress tolerance; (2) the selection of the elite clone of Eucalyptous grown in the field, 

which would have also the superior CO2 fixation activity or stress tolerance. These two techniques 

would open the road, which makes plants and trees to expand their habitats.  

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

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

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

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

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

clone of Eucalyptus, which has the superior CO2 fixation activity or stress tolerance in the Western 

Australia. These four items are related each other, and their executions would produce the plants and 

trees which can survive in the semiarid lands. The summaries of results obtained in each 

development items were described below: 

 

A: Acquisition of genes for enhancement of the ability of both CO2 fixation and nutrient uptake 

In this item, we analyzed the physiological and biochemical mechanism related to the increase in 

CO2 fixation in plants. Moreover, we tried to isolate the genes related to the mechanisms and to 

verify the function of genes. In development of acquisition of genes for enhancement of CO2 fixation, 

we isolated eight photosynthetic mutants of Arabidopsis thaliana by A/Ci screening method. Those 

mutants seemed to be deficient in photosynthetic electron transport or RuBP regeneration and/or 

sugar availability. Furthermore, we had a progress in identification of responsible genes in three 

photosynthetic mutants isolated in last year. In development of acquisition of genes for enhancement 

of nutrient uptake, we newly identified genes for nutrient uptake by combination with statistical 

genetics and exhaustive analysis of gene expression. 
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B: Acquisition of genes for enhancement of the ability of tolerance to the abiotic stress 

In this item, we analyzed the physiological and biochemical mechanism related to the 

abiotic-stress tolerance in plants. Moreover, we tried to isolate the genes related to the mechanisms 

and to verify the function of genes. 

We constructed the system for evaluation of the tolerance to drought stress of transgenic plants 

produced in this project. And, We introduced gene for radish aquaporin, that is a water channel 

protein, to Eucalyptus, and the transgenic Eucalyptus showed higher growth rate than wild type 

under water sufficient conditions. 

This result indicates overexpression of aquaporin has positive effects on the growth of Eucalyptus. 

Furthermore, we produced transgenic Eucalyptus overexpressing mangrin gene. The transgenic 

Eucalyptus showed higher tolerance to salt stress than wild type. 

 

C: Developing the technique to modify the genes in trees 

 In this item, we developed the technique to introduce foreign genes into nuclei and chloroplasts 

in practical trees, Eucalyptus and Populus. To verify the benefit of SDI system in woody plants, we 

started to apply the system to Populus. And, we succeeded to produce transplastomic Populus 

overexpressing ferredoxin from Arabidopsis in chloroplasts. 

 

D: Acquisition of the safety in the expanding the genetically modified plants and trees in the field 

 In this item, we developed the technique to prevent the proliferation of transgene in nature, and 

started to evaluate the impact of vegetation of transgenic trees on environment and biodiversity in 

out field. 

 In order to prevent the transgenic diffusion, aerial part of non-transgenic Eucalyptus is grafted on 

roots of transgenic one. In this year, we started the evaluation of acid soil tolerant eucalypts in Brazil. 

The evaluation consists of 1) growth data collection using the soil of commercial plantation in Brazil 

and 2) biosafety analysis: soil analyses, plant chemical analysis and microbiological analyses 

(counting microbiological populations and mychorrhizal analysis). In addition, we constructed the 

system for evaluation of salt tolerance of transgenic Eucalyptus expressing mangrin gene in isolation 

chamber built in Tsukuba University. 

 

E: Developing the technique to select the elite clone of Eucalyptus, which has the superior CO2 

fixation activity or stress tolerance in the Western Australia 

In this item, we aimed to estimate the potential for CO2 sequestration by the elite clones planted in 

drought and salinity area of Western Australia. In this year, we have done the growth analysis of the 

elite clones in green house and the  ecophysiological analysis of them grown in forest of RITE, 

which is the trial filed of Western Australia,  
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１．研究開発概要 

 

植物遺伝子組換え技術による樹木の二酸化炭素固定能増強および環境ストレス耐性能付

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

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

生範囲の拡大に寄与する樹木の創生をめざす。 

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

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

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

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

民間の企業活動のみ委ねていたのでは、技術基盤構築に必要な技術開発が順調に進まない

おそれがある。つまり、遺伝子組換え技術の活用は社会的認知を得ることが難しく、民間

資本ではリスクが大きすぎる。CO2などの温室効果ガスに起因する地球温暖化対策は、エネ

ルギー対策の一面を持っていること、さらに、大気中 CO2の吸収源としての森林創生を京都

メカニズムの活用も視野に入れた中長期的展望に立った場合、国際間での共同実施や、他

国における大規模な森林開発など、民間企業の営利事業の範囲を超えた事業展開が必要で

ある。これらのことから、本プロジェクトの遂行には、民間企業および公益的研究機関が

実施者として研究開発を展開するだけではなく、国の関与の必要性が高いものと判断でき

る。 

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

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

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

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

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

た、樹木生育不良地における森林創生のための基盤技術開発を目的とする。そこで樹木に

よる乾燥地等の不良環境で大規模緑化を行う上で必須である複合環境ストレス耐性樹木創

成のための基盤技術をゲノム情報の充実してきたモデル植物により確立し、パルプ原料等

工業原料の安定確保をめざして、二酸化炭素の固定効率に優れ、かつ工業原料植物として

認識の高いユーカリ等の樹木を対象として、その生産性を環境ストレス面と植物栄養面で

高める技術開発および得られた成果を企業現場環境で検証する技術開発を行う。 

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

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

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

となるパルプ材の供給源を安定確保するためのパルプ適材樹植林の推進にも資するもので

あり、我が国における製紙産業の基盤強化にとっても重要と考えられることから産業施策

上も意義を有するものであるといえる。 
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本プロジェクトは、環境ストレス耐性樹種の開発により生育不適地への植生範囲の拡大

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

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

イメージとしている。このため、本プロジェクト成果を不良土壌での生産性確保と施肥量

の低減等省エネルギー技法として活用することで、近い将来人類が確立すべき新たな産業

構造である循環型産業構造の構築が期待できる。さらに、この産業植林手法は、将来的に

は原油に相当する原料・燃料としてのバイオマス生産のあるべき姿を提唱することも可能

と考えられる。そのためには、遺伝子組換え技術をキーテクノロジーとした、環境へのリ

スク低減を図りつつ有望な樹種を開発する技術は、科学技術立国を目指す我が国の科学技

術戦略上も、国際的な技術競争に優位性を保ちつつ、社会認知を得る努力を継続する点で、

欠くべからざる重要な位置を占めていると判断できる。 

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

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

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

びポプラにおいて、高生長性、また耐塩性の特性をもつ精英樹を選抜し、クローン化そし

て増殖確保するための選抜技術の開発を行い、森林創生のための環境ストレス耐性樹木を

作出する。ここでは非組換え体であるユーカリ精英樹を用い、乾燥・塩害地に検証林を作

成し、その CO2固定能、生産性と施肥量の低減等省エネルギー効果などの解析を行う。また、

この成果を用いて、上記組換え体創生における改良・付与すべき遺伝子を顕在化し、組換

え体作成の指針とする。 

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

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

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

した産業利用が本プロジェクト終了後５年以内に可能と考えられる。 

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

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

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

込まれる。 

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

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

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

素固定の増大が期待できる。さらに、植物自体の改良による生産性あるいはリン酸の利用

効率の向上は、従来の施肥手法に対して省エネルギー化が期待でき、結果、低コストで高

生長という事業植林に適した新品種の創生につながる。こうした観点から、製紙業界を中

心とした成果の活用が期待でき、その実用化時期は本プロジェクト終了後、１０～１５ 年

と見込まれる。 
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２．研究組織 

① 研究組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

② 研究管理体制 

 

（財）地球環境産業技術研究機構 

 

 

 

 

 

 

 

                               

（研究実施部署） 

 

 

 

 

 

（財）地球環境産業技術研究機構 

 
 研究開発委員会 

東北大学 

東京大学 

岐阜大学 

RITE日本製紙分室 RITE王子製紙分室 

植物研究グループ 

理事会 事務局 総務グループ 

経理チーム 

地球環境産業技術研究所 研究企画グループ 

植物研究グループ 東北大学 

名古屋大学
東京農工大学 

筑波大学 
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RITE 日本製紙分室 

 

 

 

  

 

 

RITE 王子製紙分室 

 

 

 

 

    

         

         

                               

 

 

共同研究 

社長 研究開発本部 森林科学研究所 

 
RITE 日本製紙分室 

分子育種研究室 
東京農工大学 

東京大学 

筑波大学 

植林研究室 

社長 研究開発本部 森林資源研究所－豪州研究室 

岐阜大学、名古屋大学 

RITE王子製紙分室 
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３. 研究開発項目および担当 

 

研究開発項目 研究機関       

A: CO2固定・養分吸収能力強化遺伝子確保

技術 
     

  地球環境産業技術研究機構(RITE) 

  
RITE-東北大学 

RITE 王子製紙分室 
   

  RITE 王子製紙分室－岐阜大学   

B: ストレス耐性遺伝子確保技術 

（森林創生樹木への複合ストレス耐性能力

付与技術開発) 

     

  地球環境産業技術研究機構(RITE) 

  RITE 王子製紙分室－名古屋大学   

  
RITE 日本製紙分室－東京農工大学 

RITE 日本製紙分室 
  

C: 実用組換え体を得るための遺伝子 

組換え（形質転換）技術 
     

 地球環境産業技術研究機構(RITE) 

 RITE 日本製紙分室   

D: 組換え体樹木利用のための安全性 

確保技術 
     

 

 

RITE 王子製紙分室 

RITE 日本製紙分室－筑波大学 

  

 

E: 樹木のストレス耐性評価技術、CO2 

固定量評価技術、それに基づくデータマイ

ニングによる精英樹選抜技術開発 

     

  
RITE 日本製紙分室 

RITE 日本製紙分室-東京大学 
    

 

 



 11

４. 研究担当者氏名   

 

財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE 植物研究 GR.） 

氏名 所属･役職 研究担当項目 

富澤 健一 

三宅 親弘 

松田 芳信 

太刀川 寛 

山本 宏 

宮澤 真一 

加藤 秀起 

新崎 由紀 

岩前 智子 

西岡 美典 

堀口 清華 

石原 聖子 

地球環境産業技術研究所・主席研究員 

地球環境産業技術研究所・副主席研究員 

地球環境産業技術研究所・主任研究員 

地球環境産業技術研究所・主任研究員 

地球環境産業技術研究所・研究員 

地球環境産業技術研究所・研究員 

地球環境産業技術研究所・研究員 

地球環境産業技術研究所・研究員 

地球環境産業技術研究所・研究員 

地球環境産業技術研究所・研究員 

地球環境産業技術研究所・研究員 

地球環境産業技術研究所・研究員 

A, B, C 

A, B, C 

A, B, C 

A, B, C 

A, B, C 

A, B, C 

A, B, C 

A, B 

A, B 

B, C 

A, B 

B, C 

 

RITE 王子製紙分室 

氏名 所属･役職 研究担当項目 

河津 哲 

伊藤 一弥 

鶴見 和恒 

日比野 隆 

土肥 敬悟 

木原 智仁 

楠 和隆 

園田 哲也 

加藤 丈幸 

木本 真衣 

近藤 啓子 

北村 智 

王子製紙分室・分室長 

王子製紙分室・主席研究員 

王子製紙分室・主席研究員 

王子製紙分室・主任研究員 

王子製紙分室・主任研究員 

王子製紙分室・主任研究員 

王子製紙分室・主任研究員 

王子製紙分室・主任研究員 

王子製紙分室・主任研究員 

王子製紙分室・主任研究員 

王子製紙分室・研究員 

王子製紙分室・研究員 

A, B, D 

A, B, D 

A, B, D 

A, B, D 

A, B, D 

A, B, D 

A, B, D 

A, B, D 

A, B, D 

A, B, D 

A, B, D 

A, B, D 

 

RITE 日本製紙分室 

氏名 所属･役職 研究担当項目 

村上 邦睦 

海老沼 宏安 

日本製紙分室・主席研究員 

日本製紙分室・主席研究員 

A, B, D 

B，C，D, E  
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松永 悦子 

杉田 耕一 

笠原 さおり 

斉藤 和哉 

根岸 直希 

河岡 明義 

田邊 稔明 

藤井 裕二 

栗本 耕平 

岩田 英治 

清水 圭一 

林 和典 

Chiris Achiller 

日本製紙分室・主任研究員 

日本製紙分室・主任研究員 

日本製紙分室・主任研究員 

日本製紙分室・主任研究員 

日本製紙分室・研究員 

日本製紙分室・主席研究員 

日本製紙分室・主任研究員 

日本製紙分室・主任研究員 

日本製紙分室・研究員 

日本製紙分室・研究員 

日本製紙分室・主任研究員 

日本製紙分室・研究員 

日本製紙分室・研究員 

B，C，D, E  

B，C，D, E  

B，C，D, E  

B，C，D, E  

B，C，D, E  

B，C，D, E  

B，C，D, E  

B，C，D, E  

B，C，D, E  

B，C，D, E  

E 

E 

E 

 

東北大学 

氏名 所属･役職 研究担当項目 

牧野 周 農学研究科・助教授 A 

 

岐阜大学 

氏名 所属･役職 研究担当項目 

小山 博之 農学部生物資源利用学科・助教授 A 

 

東京農工大学 

氏名 所属･役職 研究担当項目 

小関 良宏 

 

山田 晃世 

東京農工大学大学院共生科学技術研究部・教

授 

東京農工大学大学院共生科学技術研究部・講

師 

B 

 

B 

 

名古屋大学 

氏名 所属･役職 研究担当項目 

前島 正義 

中西 洋一 

生命農学研究科・教授 

生命農学研究科・助手 

B 

B 
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東京大学 

氏名 所属･役職 研究担当項目 

寺島 一郎 

野口 航 

理学研究科・教授 

理学研究科・助教授 

E 

E 

 

筑波大学 

氏名 所属･役職 研究担当項目 

渡邊 和男 

 

菊池 彰 

 

三村 真紀子 

河原井 仁美 

于 翔 

生命環境科学研究科・遺伝子実験センター・

教授 

生命環境科学研究科・遺伝子実験センター・

講師 

生命環境科学研究科･大学雇用研究員 

研究補助員 

生命環境科学研究科･大学院生 

D 

 

D 

 

D 

D 

D 
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5.  研究開発推進委員会議事録 
 

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

どについて指導及び助言を求めた。ここには、その議事録を付す。 

 

平成18年度二酸化炭素大規模固定化技術開発（植生拡大プロジェクト） 

研究開発委員会 

 

議事次第 

 

１）日時  平成19年2月8日（木）13:00-17:00 

２）場所  地球環境産業技術研究機構(RITE) 東京事務所 6F  

３）議題       司会：RITE 三宅 

挨拶（経済産業省 紙業生活文化用品課 尾里様） (13:00～13:10) 

進捗状況および今後の計画報告 

・ ＲＩＴＥ     (13:10～14:00) 

・ ＲＩＴＥ日本製紙分室   (14:00～15:00) 

《休憩》 

・ ＲＩＴＥ王子製紙分室   (15:10～16:10) 

総合討論     (16:10～16:40) 

事務連絡     (16:40～16:50) 

その他      (16:50～17:00) 

 

出席者 

学識経験者委員 （◎は委員長） 

  ◎宮地 重遠   東京大学名誉教授 

   駒嶺 穆    東北大学名誉教授 

   浅田 浩二  京都大学名誉教授 

大森 正之   埼玉大学教授 

    

尾里 篤史   経済産業省  紙業生活文化用品課  

 

   三宅、山本、宮澤、太刀川  RITE植物研究グループ 

島田、笠原、松永   日本製紙分室 

伊藤、木原    王子製紙分室 
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共同研究先 

   渡邊、菊池    筑波大 

   牧野、鈴木    東北大 

   小山、小林   岐阜大 

   小関、山田    東京農工大 

   前島    名古屋大 

野口    東京大 

 

 

議事録 

① 挨拶(RITE･三宅) 

PJの全体概要の説明および昨年度の植生拡大 PJ中間評価結果に関して、学識経験者委員

への説明を行った。また次年度、RITE王子製紙分室長が河津氏より伊藤氏に、RITE日本製

紙分室長が海老沼氏より島田氏に変更されることを報告した。 

 

② 挨拶(経産省・尾里) 

 今後、バイオマスの需要が高まり、これから注目される分野なので頑張って頂きたい。 

 

③ 進捗状況および今後の計画報告 

･RITEグループ(RITE･山本、東北大･牧野) 

添付の発表資料に沿って報告。 

【RITE･山本】 

 昨年度までの成果を含め、今年度の研究開発の進捗状況と最終年度の計画について報告。

(A)CO2固定能力強化遺伝子確保技術:光合成ソース･シンク制御関わる因子同定を目的に、

A/Ciスクリーニング法によるシロイヌナズナ光合成変異株の探索を行い、これまでに 40個

体の変異株を単離している。うち、高φPSII変異株、高 Fs変異株、高 CO2下でφPSIIが低

下している変異株の計 3株に関してマッピングを行い、現在シークエンス解析による原因

遺伝子候補の抽出を進め、今年度中の抽出終了を目指している。次年度は、相補試験によ

る原因遺伝子の同定を行う。(B)ストレス耐性遺伝子確保技術:乾燥等、ストレス環境下での

活性酸素生成の抑制を目的とし、余剰光エネルギーの熱散逸(NPQ)増強を試みた。葉緑体形

質転換によるタバコへのシロイヌナズナ Ferredoxin (Fd)遺伝子の過剰発現により、光化学系

I循環的電子伝達活性の増強に成功し、同時に NPQ増大を確認した。樹木にストレス耐性

付与する有用遺伝子候補として、ポプラ葉緑体への遺伝子導入を進めている。また、本 PJ

において、これまでに作出した有用遺伝子候補（紅藻 G..partita APX、シロイヌナズナ Fd）

導入タバコ形質転換株の乾燥ストレス耐性の評価系として、一時的に灌水停止し、再灌水

後の光合成速度の回復を野生株と個葉レベルで比較評価する RITE test系を構築した。RITE 
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testにおいて形質転換株と野生株に乾燥耐性の有意差は見られず、今後、個体レベル(生存率)

での比較評価を進める予定である。(C)実用組換え体を得るための形質転換技術:ポプラ葉緑

体形質転換技術によるラン藻 FBP/SBPase遺伝子を導入した形質転換体の光合成および生長

解析の結果、タバコにおいて報告されている光合成速度および生長量の増進は確認できな

かった。また、導入遺伝子の生物学的封じ込め強化の観点から、ユーカリの葉緑体形質転

換技術系の構築を進めている。現在、形質転換対象として苗条原基を選定し、遺伝子導入

および選抜条件を検討中である。 

【東北大･牧野】 

昨年度までの実験において、イネの核側の遺伝子である rbcSのみの過剰発現で Rubisco

量の増強に成功した。そこで、本年度は rbcSの過剰発現のみで Rubisco量が増加した分子

メカニズムを解明するため、gene familyを形成する個別の rbcS遺伝子の発現と葉緑体側の

rbcLの発現について調べたところ、増強された rbcS遺伝子以外は発現量まったく影響がな

く、転写は個々の rbcS遺伝子が独立に制御されていることがわかった。同時に第 12染色体

の 4個遺伝子がほぼ均等に使われていることがわかった。また、Rubisco量は rbcLの転写量

によって制限されていることが示唆された。そして、Rubisco増強が必ずしも光合成の向上

に結びつかなかった原因は、生体内での Rubiscoの部分的な不活性化にあった。 また、機

能的に優れた Rubiscoの遺伝子資源を見出すことを目的に、Rubisco機能を比活性の両面か

ら評価して、それらの植物種間変異を調査した。その結果、草本の Rubiscoの比活性は相対

的に高く、落葉樹では北方系の樹木の活性がさらに高いことがわかった。一方、ユーカリ

属内にも Rubisco比活性の変異が認められ、光合成機能の選抜育種が可能であることが示唆

された。 

 

RITEグループに対する質疑 

浅田/質問  FBP/SBPase導入ポプラが野生株と差がないということだが、FBP/SBPase

が過酸化水素耐性を示すことが報告されているので、他の条件、例えば乾

燥ストレス耐性等の比較ではどうなのか？是非、ポジティブな結果を出し

て頂きたい。 

山本/返答 まだ、ストレス環境下での比較は行っておりません。参考にさせて頂きま

す。 

駒嶺/コメント ポプラはモデル植物なので、やはりユーカリで成功させて頂きたい。 

山本/返答  ユーカリ葉緑体形質転換系の構築を試みているが、進展していないのが現

状。ただ、何とか成功させたいと考えている。 

宮地/質問 Rubiscoを増強したイネにおいて、Rubiscoの不活性化が起こる要因は何

であると考えているのか？ 

牧野/返答  Rubisco活性をコントロールしているRubisco activaseをさらに制御してい

る要因がある、と考えている。Activaseは ATPの供給と Fd/Thioredoxin 
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systemによって制御されていることが知られているので、循環的電子伝

達活性からの制御機構があるのではないか。 

浅田/質問 Rubisco activaseの制御をコントロールする必要があるのか？Fdの過剰発

現なども有力な手段となりうる可能性はあるか？ 

牧野/返答  充分、あり得ると考えている。まずは、形質転換体の解析からではなく、

wild typeのイネでRubiscoの不活性化を促進させるような環境の制御機構

の解明から着手している。 

 

･RITE日本製紙分室(日本製紙･笠原、東京大･野口、東京農工大･山田、筑波大･菊池)  

添付の発表資料に沿って報告。 

【日本製紙・笠原】 

日本製紙分室の概論。資料に沿って、RITE日本製紙分室のグループ体制の説明と各研究

開発成果について説明した。オーストラリアでの精英樹クローン植林および国内での形質

転換体作成実験についての予定と進捗状況の概要を報告した。 

【日本製紙・笠原、東京大・野口】 

ユーカリ精英樹の乾燥・塩害地における挙動解析に関して報告。オーストラリアに検証

林として良好地（半乾燥地）、塩害地、土壌劣化地 A～Cの５条件区に昨年度 3種類の精英

樹クローンを植栽した。本年度はこれらのユーカリの各種調査を行った。また、本年度新

たに半乾燥地でのみ、植栽密度を変えての植栽を行った。 

国内での精英樹系統の幼木を用いた耐性メカニズム解明：対照、乾燥、 高塩濃度の３処

理区で相対成長速度、葉面積、光合成速度等を調べた。ストレス処理区でも系統間には成

長速度の差はなかったが、気孔コンダクタンスには違いが見られた。 

海外で実際の不良環境土壌に植栽：RITEの森１での良好地と塩害地の２条件区に植栽さ

れた精英樹クローンを調べた。葉のガス交換特性、水分生理特性と枝レベルでの形態調査

を行った。塩害地ではどの系統でも、日中の葉の水ポテンシャルが大きく下がっていた。

高成長性系統は幼形葉しかつけておらず、他の系統よりも樹冠下部での葉数が非常に多か

った。塩害地での葉の気孔コンダクタンスは、高成長性系統で下がっていた。 

【日本製紙・笠原、東京農工大・山田、筑波大・菊池】 

耐塩性複合遺伝子の構築とスクリーニングにして報告。マングローブ（オヒルギ）から

単離したマングリン遺伝子を農工大においてタバコに、日本製紙においてユーカリに導入

した。マングリン遺伝子が高発現したタバコにおいて、耐塩性だけでなく非ストレス下に

おいても成長が早くなることが確認された。また、別の塩性植物（アイスプラント）より

単離したMcRBP遺伝子を導入したタバコにおいても耐塩性が確認された。 

マングリン遺伝子を導入したユーカリについては、発根していない個体を用いて 200ｍ

Mの NaClを含む培地での発根を指標に 54系統を選抜した。これらの系統について、遺伝

子の発現、生育を調査した。約 40 系統について日本製紙で苗生産を行い、筑波大学に移
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送した。これらの苗を用いて、特定網室おいての耐塩性試験方法を確立し、現在 2次スク

リーニングを行っている。最終的には 3～5 系統を選定し、来年度には隔離ほ場試験の申

請に必要な各種データをそろえる予定である。 

【日本製紙・笠原】 

ゲノム操作技術の実証に関して報告。植物遺伝子置換技術である SDI システムを用いる

と、最初に導入した遺伝子と同じ染色体上の位置に新たな遺伝子を導入することができる。

発現の高い部位への遺伝子の導入により、効率的に組換え体を作成できることをタバコに

おいて実証してきた。本年度は樹木である交雑ヤマナラシを用いて、１段目の組換え体を

作成した。サザン分析により１コピーの遺伝子が導入された個体を選定し、これらに対し

て２段目の遺伝子導入を行った。現在、発根個体が得られ、PCR レベルでのシステムの作

動確認に成功している。来年度はさらに詳細な解析を行う予定である。 

 

RITE日本製紙分室に対する質疑 

駒嶺/質問   SDI システムを用いて、どのような遺伝子をユーカリの染色体のどの位置

に入れることを計画しているのか？ 

笠原/返答   染色体上の位置の特定はできない。1 段目の組換え体で安定して発現する

位置を選ぶことが必要。 

駒嶺/質問   RITEの森で各種測定を行っているが、どのパラメーターが選抜に向いてい

るのか現在までに分っているのか？ 

笠原/返答  来年度に調査を予定している。現在、基礎データを得ているところである。 

駒嶺/質問   耐塩性遺伝子は各種知られているが、マングリン遺伝子が最も良いのか？ 

山田/返答   マングリン遺伝子は他の遺伝子を安定化させることが期待される。他の耐

塩性遺伝子と組み合わせることで、より効果的な可能性は高い。 

駒嶺/意見   日本製紙で、ぜひ多重導入をやっていただきたい。 

浅田/質問   土壌の窒素について測定しているのか。オーストラリアでは施肥は行って

いるのか。 

笠原/返答   施肥は行っていない。窒素については今後調査したい。 

 

･RITE王子製紙分室(王子製紙･木原、岐阜大・小山、名古屋大・前島) 

添付の発表資料に沿って報告。 

【王子製紙･木原】 

昨年度までの成果も含め、本年度の研究開発の進捗と最終年度の計画について報告。 

 養分吸収能力の強化に向けた基盤技術開発：クエン酸代謝を改変したユーカリは日本の

酸性土壌で生育が改善した。形質転換体を台木とする接ぎ木個体を作成し、日本での生物

多様性影響評価を終了している。本組換え体の出力先の 1つとしてブラジルを考えており、

本年度は組換え体をブラジルに輸出し、ブラジル土壌での生育及び生物多様性影響評価を
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実施する準備を整えた。また、実用性の高い組換え体の作製のためブラジル使用されてい

るクローンへの遺伝子導入を次年度実施する。 

【岐阜大･小山】 

岐阜大学との共同研究では、シロイヌナズナでの基盤研究を基に、ユーカリ EST 解析から

養分吸収に関わる新規有用遺伝子の単離を継続して行っており、最終年度に候補遺伝子群

の機能解析を行う。また、使用可能な（使用可能になる）ユーカリバイオリソースを利用

して、ユーカリから効率的に有用遺伝子を単離する基盤技術開発を行った。 

【名古屋大・前島】 

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

イヌナズナの解析から体内水循環にはアクアポリンが重要な役割を果たしていると考えら

れること、ユーカリにおいて乾燥耐性と PIP2型の発現に相関があることから、アクアポリ

ン分子種（1型と 2型）の恒常的高発現ユーカリの解析を継続している。本年度は、水利用

効率の分析に着手し、組換え体ラインの中で傾向から外れるものの存在もわかってきた。

最終年度は、ラインのクローン数を増やし詳細な解析を実施する。 

【王子製紙･木原】 

 遺伝子組換え樹木の安全性確保技術：ユーカリの分化程度の異なる組織に、照射強度を

変えて重イオンビームを照射し、得られた約 800 個体を鉢植え、着花促進処理した。これ

らの花芽形成の観察を継続する。3倍体についても同様に行う。 

 

RITE王子製紙分室に対する質疑 

駒嶺/質問 なぜ酸性土壌耐性ユーカリの出力先候補がブラジルなのか？ 

木原/返答 すでに大規模な事業植林が行われており、そこでの成長性増大が出来れ

ば、固定二酸化炭素量の大幅な増加が期待できるからです。 

浅田/質問 ブラジルの土壌は酸性土壌なのか？ 

木原/返答 日本の酸性土壌とは化学性の異なるものではありますが、ブラジル土壌

は酸性土壌です。 

浅田/質問 ブラジルでは土壌水分量は十分あるのか？ 

木原/返答 高低差があり、ブラジル土壌でも高いところは乾燥しがちです。 

駒嶺/質問 最近、ブラジルは遺伝子組換え作物の作付けが行われるようになってき

ているが、組換え体の輸入手続きや実験申請等は容易か？ 

木原/返答 ブラジル国内における実験等の手続きは比較的容易なのかもしれませ

んが、今回行ったブラジル国外からの組換え体輸入の手続きについては、

我々を含め輸送業者、通関業者、ブラジル国の関係役所が不慣れで、時

間を要しました。 

筑波大/質問 根から有機酸を出すということは、根圏の微生物相に影響が出そうな気

がするが？ 
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木原/返答 東北大で実施した平板法による評価では差は認められませんでした。ブ

ラジルでの評価では、菌根菌に対する影響を含めより詳細な評価の実施

を検討しています。 

 

④総合討論 

プロジェクトの進捗報告を受け、学識経験者委員よりコメントを頂いた。 

宮地/コメント    特にありません。たいへん両方ともよくやっておられるので、非常

にエンジョイしました。 

駒嶺/コメント  最初に申しあげましたけれども、たいへん今後、政府が推奨している

産官学の協力という面では、非常にうまくいっている例であると思いま

す。他の産官学は、必ずしもそうでもない。それは、生物、ライフサイ

エンスって、植物の分野だけですけれどもね。私のよく知っているのは、

そうですけれども。そういう意味でこれは、非常に評価できると思われ

ます。ただ、このプロジェクト外での研究交流ですね。日本製紙と王子

製紙と RITEでやっているのですけれども、そこが必ずしも、交流が非

常にいいようにも、ちょっと思えないところがあるので、その点は、も

う少しこういう、このプロジェクトとしての発展といいますかね、うま

く…。来年で終わりですけれども、先ほどの繰り返しになりますけれど

も、最初に申しあげたように、やはり RITEが頑張ってもらうというこ

とで、それを中心にこの樹木のプロジェクトというのは、いま、バイオ

マスとして、つまりバイオエタノール、バイオ燃料というようなことか

らも、非常に重要なものになるわけです。農水省のほうも考えるでしょ

うけれども、やはり資源という意味では、これは経産省のテリトリーに

なると思うので、ぜひ経産省のご支援で、これを発展させ続けていただ

きたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

浅田/コメント  いま、先生がおっしゃったこういう面について、とくに草などの植物

の光合成というのは確かに CO2吸収に寄与している、人類の食料とかい

う意味では非常に大切なのですけれども、地球環境という意味では森林

の光合成が、…？…とすれば、陸上の草木の 80％。ですから、地球上

の CO2吸収の 40％は森林に支配されている。それが海洋までフォロー

するのはむずかしいですけれども、少なくとも陸上は、人がいろいろと

しやすいので、そういう点で…。資源とかそういうことも、もちろん大

切です。そういう面も含めて、やっていただきたいのですけれども、や

はりそういう面の研究。研究そのものも、これまで生態をやっていくの

は調査するレベルに留まっていたのですけれども、それを人工的に増や

すとかいうことに関しては、そう２～３年では、終わらない研究プロジ
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ェクトなので、長い期間、サポートしていただければというのが、僕ら

植物としてのお願いなのですけれども。 

大森/コメント  いま、先生がおっしゃったとおりなのですけれども。とくにベースの

視点からやるのは、大変だと思うのですけれども、大事なことは、一つ

ひとつ確実に積み上げていくこと。アプライという点では、現実にどん

どんやらないといけないことなのですけれども、ベース研究としては、

焦らずに、一つひとつ確実に残して、残るものを積み上げていただきた

い。そういう印象です。 
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平成18年度二酸化炭素大規模固定化技術開発（植生拡大プロジェクト） 

研究開発委員会 

 

議事次第 

 

１）日時  平成18年8月25日（金）13:00-17:30 

２）場所  地球環境産業技術研究機構(RITE) 1階 アトリウム 

３）議題       司会：RITE 三宅 

挨拶      （RITE・三宅）  (13:00～13:10) 

進捗状況および今後の計画報告 

・ ＲＩＴＥ       (13:10～14:30) 

・ ＲＩＴＥ王子製紙分室    (14:30～15:50) 

《休憩》 

・ ＲＩＴＥ日本製紙分室   (16:00～17:20) 

まとめ      (17:20～17:30) 

 

出席者 

   三宅、太刀川、山本、宮澤、加藤、松田  RITE植物研究グループ 

海老沼、笠原    日本製紙分室 

河津、木原     王子製紙分室 

 

共同研究先 

   菊池      筑波大 

   牧野      東北大 

   小山     岐阜大 

   小関、山田     東京農工大 

   前島     名古屋大 

野口     東京大 
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6．研究開発目標および成果概要 

 

6-1 研究開発目標 

 各研究開発項目に対する開発目標は下記のとおり設定した。 

 

最終目標（平成１９年度末） 

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

大および養分吸収能力強化遺伝子を有用樹木であるユーカリあるいはポプラへ

導入する。 

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

用樹木であるユーカリあるいはポプラへ導入する。 

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

ユーカリの葉緑体および核の安定した遺伝子組換え体を取得する。 

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

するとともに生物多様性評価を行い組換え体の野外持ち出しを行なう。 

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

ングによる精英樹選抜技術開発において、実証林を作成し、高 CO2固定、環境ス

トレス耐性樹木を選抜するための指標を得る。 

 

平成 18 年度目標 

（A） CO2固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術開発において、モデル植物を用いた

スクリーニングにより CO2 固定増大および養分吸収能力強化遺伝子を取得する。

また、モデル植物およびユーカリへ導入することによりその効果を検証する。 

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

術開発）開発において、酸化ストレス、乾燥ストレス、塩ストレスに対するス

トレス耐性遺伝子を取得し、モデル植物およびユーカリへ導入することにより

その効果を検証する。 

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

ポプラ葉緑体、ユーカリ葉緑体および核の安定した遺伝子組換え系をモデル植

物で検証する。 

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

めざした不稔樹木を取得するための変異体作成、接ぎ木個体の作出、および生

物多様性評価のためのデータを収集する。また、ブラジルでの酸性土壌耐性ユ

ーカリの評価試験を開始する。 

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

ングによる精英樹選抜技術開発において、高 CO2固定、環境ストレス耐性を評価
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するための方法を開発、また保水力の低い土壌において検証林を作出する。 

 

6-2 上記目標設定理由 

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

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

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

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

実績をモデル植物で有していることから、森林創生樹木への適用が可能か否かの見極めと

いう目標設定はきわめて妥当であると言える。得られた遺伝子組換え体については、実用

化をめざして、実験室内での評価にとどまらず野外評価を行うことが実践的であり、この

ためにはカルタヘナ国内法への対応等、組換え体の野外試験のための道筋をつけておく必

要がある。また、CO2吸収源としての森林活用を2012年以降での実用化をめざすしたとき、

より実践的である非組換え体の利用も有効である。また、ユーカリ精英樹クローン試験植

林地の育成は、二酸化炭素の固定効果を評価する、また優良系統の早期探索を可能にする

パラメーターの抽出などの目的に有効である。 

 

 

6-3. 研究開発項目成果概要 

 

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

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

封じ込め技術が開発されている。本プロジェクトでは、新技術として、光合成生物である

植物の CO2固定能力に注目し、この能力を活かすことで CO2削減効果を期待するものである。

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

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

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

（面積）の拡大を可能にする環境ストレス耐性能が大きい、という２つの性質が求められ

る。自然界においては、確かに、苛酷な環境で生育する植物・樹木が存在するが、それら

は、苛酷な環境ゆえに、CO2固定能が十分に発揮されておらず、あるいは生長が抑制されて

いるゆえに、CO2固定促進効果は期待できない。そこで、本プロジェクトでは、これらの問

題を解決する方策として、（１）遺伝子組換え技術を利用したユーカリなどの有用樹木(上

記の性質を付与した樹木)の創生および（２）野外で生育するユーカリなどにおいて優れた

形質をもつ精英樹(上記の性質をもつ樹木)の選抜法の確立、つまりこの 2 つの柱の技術開

発に取り組んでいる。これら２つの技術開発は、植生範囲の拡大を可能にする樹木の創生

に道を開くものと考える。 

遺伝子組換え技術を利用した有用樹木の創生（１）では、4 つの技術開発項目（A: CO2
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固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術、B：ストレス耐性遺伝子確保技術（森林創生樹木

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

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

取り組んでいる。つまり、植物・樹木個葉の光合成による CO2固定能を増強するために、CO2

固定および養分吸収に関わる遺伝子を取得し、また制御することを目的とすると共に、こ

れらの植物・樹木が苛酷な環境で耐え得るようにストレス耐性能に関わる遺伝子の取得お

よび制御を目指している。そして、取得した遺伝子を実用樹木であるユーカリおよびポプ

ラへ導入する遺伝子組換え技術の開発を行なうと共に、遺伝子組換え体の野外持ち出しの

手順確立を試みている。また、野外で生育するユーカリなどにおいて優れた形質をもつ精

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

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

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

創生できるものと考える。例えば、精英樹の優れた形質は、組換え樹木創生における付与・

改良すべき遺伝子候補を、フィードバックして示唆することができる(下図)。以下に各項

目の概要を説明する。 

 

 

有用遺伝子の樹木への利用

B: ストレス耐性遺伝子確保技術 

C: 実用組換え体を得るための遺伝子組換え技術

D: 組換え樹木利用のための安全性確保技術

E: 樹木のストレス耐性・CO2固定量評価、 

  それに基づくデータマイニングによる精英樹選技術 

植林に向けての野外での利用手続き 

(1) 遺伝子組換え技術を利用した有用樹木の創生 

(２) 精英樹の選抜 

 2つの柱、 

(1)および(2)の

確立

植生範囲拡大樹木の創生 

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

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

技術開発骨子 

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

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

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

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

内で詳細な研究課題を設定した。CO2固定強化遺伝子確保技術での 2つの研究課題では、CO2

固定能制御に関わる遺伝子をモデル植物からスクリーニング・単離する試み、CO2固定酵素

のモデル植物での過剰発現の試みを行なった。また、養分吸収能力強化に向けた基盤技術

では、酸性土壌でのリン酸利用効率増強の試みを行なった。 

これらの成果として、昨年度確立したシロイヌナズナ光合成変異株のスクリーニング系

により、新たに電子伝達反応に異常があると予想される変異株を 2 個体、RuBP 再生反応・

糖利用効率に異常があると予想される変異株を 6 個体新たに選抜した。また、昨年度取得

した光合成変異株 3株に関して原因遺伝子同定を進めた。 

今後、これら原因遺伝子の同定およびその遺伝子組換え技術による樹木への適用により、

CO2固定能を増大改良できることを期待している。また、統計遺伝学的解析や網羅的遺伝子

発現解析によりモデル植物から更なる有用遺伝子を特定した。得られた遺伝子の組換えに

より樹木の酸性土壌におけるリン酸利用効率の更なる増強が期待できる。 

 

B: ストレス耐性遺伝子確保技術（森林創生樹木への複合ストレス耐性能 

 力付与技術開発） 

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

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

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

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

さらに耐塩性樹木創生の試みを行なった。 

これらの成果として、組換え体の乾燥ストレス耐性評価系の構築を完了した。また、ダ

イコン由来のアクアポリン(水チャネル)遺伝子をユーカリに導入し、十分に潅水した条件

下で、組換え体において生育促進が認められた。このことは細胞膜アクアポリンの発

現増強が生育にプラスに作用していることを示している。さらに、特筆すべき成果とし

て、ユーカリにマングリン遺伝子を導入し、耐塩性が認められる組換えユーカリを作成し

たことが挙げられる。 

 

C: 実用組換え体を得るための遺伝子組換え(形質転換)技術 

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

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

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

築・ユーカリ生葉への導入、ポプラ生葉葉緑体遺伝子組換えを試み、組換え体の創生をお
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こない、また遺伝子組換え体での導入遺伝子の安定発現系の開発を行なった。 

これらの成果として、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た標的個体を作成し選抜した。今後、分析を進め、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。またフェレドキシン遺伝子導

入ポプラ葉緑体形質転換体を作出した。 

今後は、これらの基盤組換え木を用いて、樹木での有効性を検討する。本技術の開発に

より、組換え樹木の作成・選抜期間が大幅に短縮されると考えられる。 

 

D: 組換え体樹木利用のための安全性確保技術 

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

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

では不稔樹木の開発、また接木方法による遺伝子拡散防止技術開発を試みた。さらに、遺

伝子組換え体の野外持ち出しのための組換え体利用申請に関する調査を行なった。 

これらの成果として、地下部は遺伝子組換え体、地上部は野生型を用いた接ぎ木個体を

利用して、組換え遺伝子の拡散を防止した酸性土壌耐性ユーカリの実証試験を目的に、ブ

ラジル政府から遺伝子組換え実験と組換え体の輸入に関する許可を得、事業植林土壌で温

室栽培する生育特性、施肥効果、生物多様性影響等の評価を開始した。さらに昨年度設置

された特定網室において、遺伝子組換えユーカリの形質（耐塩性）を評価するシステム構

築し、マングリン遺伝子導入ユーカリのうち、５系統で明確な耐塩性が認められた。 

 

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

よる精英樹選抜技術開発 

本項目では、精英樹の生理生態学的解析を行ない、現段階でのポテンシャルとしての CO2

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

地・塩害地での挙動解析を行なった。 

これらの成果として、本年度は、2005年度に西豪州（コリー近郊）の降水量５００mmの

地域の、ドラウト被害地（土壌層が浅い地域）、塩害地等に植栽した苗の生長量調査を行っ

た。これらユーカリ精英樹の温室栽培個体の成長解析および植栽現地における稚樹を用い

た生理生態学的解析を行った。乾燥・塩害などの生育不適環境での、ユーカリの機能損失

（成長阻害・枯死等）の原因の解明が期待される。 

 

 

以下（添付資料）に、研究開発項目の成果詳細を記載する。 
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A: CO2固定・養分吸収能力強化遺伝子確保技術 

 

A-1 A/Ci スクリーニング法によるシロイヌナズナ光合成変異株の探索 
 
１：緒言 
 植生拡大 PJ“二酸化炭素大規模固定化技術開発”では、植生拡大を担う植物の二酸化炭
素固定能力を増強させるために、その生化学的改良を分子遺伝学的手法により行うことを

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

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

能の増大が望まれる。しかしながら C3植物の光合成は以下に示す 3つの要因により制御さ
れており、この光合成制御要因の存在が植物を利用した二酸化炭素削減を狙うとき大きな

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

速を解除した状況で進行している植物は存在していない。 
C3植物の光合成を制御する 3要因とは、第一には二酸化炭素を直接固定する Rubiscoの

カルボキシラーゼ反応、第二には RuBPの再生反応、第三には葉緑体外から葉緑体内への
葉緑体内リン酸の回収反応をいう。大気 CO2分圧下、植物生葉に光が充分に供給されるよ

うな条件下では、第一の要素である Rubiscoのカルボキシラーゼ反応が光合成を律速し、
光合成速度を決定する。一方で、光供給が不十分であるときには、第二の要素である RuBP
の再生反応が光合成を律速する。第三の要素は、リン酸不足の土壌環境下で顕在化する。

したがって、植物の二酸化炭素獲得能力を強化するためには、これらの 3要因は全体とし
てその能力の増強が不可欠であり、植物の二酸化炭素固定反応における各要素による律速

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

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

反応を制御する律速因子（例えば Rubisco量、活性、活性化率、Rubiscoへの CO2の拡散
効率を調節する因子、また、電子伝達反応、カルビン・サイクル酵素活性、糖の利用効率

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

全である。 
昨年度、光合成を構成する各要素の機能発現を支配する律速因子を明らかにするために、

各要因を同時に評価できる新たなスクリーニング法、A/Ci スクリーニング法を確立し、複
数の光合成変異株の取得に成功している。本年度は、上記スクリーニング法による光合成

変異株の更なる単離を試みるとともに、既に得られている変異株に関して、マイクロアレ

イによる遺伝子発現解析、マッピングを進め、原因遺伝子の同定作業を進展させたのでこ

こに報告する。 
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2 : 材料および方法 
 
2-1 材料と生育条件 
シロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana）野生株（ecotype: Columbia gl1）、および A/Ci

スクリーニングにより単離した光合成変異株（121-1, 10-2-5, 39-4, 59-51）は、growth 
chamber 環境条件下（光強度：50μmol photons m-2s1、温度：23℃、light / dark cycle : 16 
/ 8 h）で約 4週間土の上で生育させた。121-1および 10-2-5の解析は、野生株（ecotype:  
Columbia gl1）と３回戻し交配をしたものを使用した。 
 
2-2 スクリーニング 

EMS (ethyl methanesulfonate) で変異原処理を行った野生株 (ecotype: Columbia gl1) 
のM2種子を土に播種し、growth chamber 環境条件下（光強度：50μmol photons m-2s1、

温度：23℃、light / dark cycle : 16 / 8 h 条件下）で約 2週間生育させた植物を用いた。ス
クリーニングは、二次元画像クロロフィル蛍光解析装置（Czech Republic、PSⅠ社、
FluoroCam ）を用いて行った。M2種子を播種した植物栽培ポットを 15cm2のアクリルボ

ックス中に入れ、酸素 (20%O2, N2 balance)を 1.5ℓ/minの流速で送り込んでいる状態で３分
間静置した。その後 actinic light (190μmol photons m-2 s-1)の照射を開始した。光合成速
度が定常状態となった７分後に PSⅡの量子収率 (Φ(PSⅡ))を測定し、直ちに酸素から二酸
化炭素  (5%CO2, Air balance) にガスを切り替えてアクリルボックス中に入れ(流速
1.5ℓ/min)、再び７分後に (Φ (PSⅡ ))を測定した。PSⅡの量子収率  (Φ (PSⅡ ))は、 
(Fm’-Fs)/Fm’により算出した。 
 
2-3 PAMによるクロロフィル蛍光パラメーラーの測定 
 クロロフィル蛍光パラメーターは emiter-detector ED101 付属  PAM chlorophyll 
fluorometer (Walz, Effeltrich, Germany) で測定した。最小クロロフィル蛍光 (Fo) は、測
定光 (655nm, 0.05~0.15μmol photons m-2 s-1) 下で測定し、暗馴化させたときの最大クロ
ロフィル蛍光 (Fm)、および光合成中の最大クロロフィル蛍光 (Fm’) は、植物に飽和光 
(800ms, 3000μmol photons m-2 s-1) を照射して測定した。光合成中の定常状態でのクロロ
フィル蛍光 (Fs) は、ハロゲンランプ (KL-1500; Walz,Effeltrich, Germany) を用いて
actinic light (20-1600μmol photons m-2 s-1) 照射下で測定した。non-photochemical 
quenching (NPQ) は、(Fm-Fm’)/Fm’より算出した。 
 
2-4 Map-based クローニング 
光合成変異株 (39-4, 59-56, 121-1, 10-2-5) を野生株 (ecotype: Landsberg erecta)と掛け
合わせ、F2固体を得た。スクリーニング条件下でそれぞれの表現型を示す個体を単離し、
ゲノム DNA を抽出してマッピングを行った。分子マーカーには  cleaved amplified 
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polymorphic sequence (CAPS)とsimple sequence length polymorphism (SSLP)を用いた。   
2-5 DNAシークエンシング 
 マッピングによる変異株39-4、10-2-5および59-51の変異原因遺伝子候補の絞り込み後、
全原因遺伝子候補に関してゲノムシークエンスによる塩基配列解析を行った。全候補遺伝

子をPCRにより増幅後、ダイレクトシークエンスにより塩基配列データをアッセンブルし、
コンセンサス配列を取得し、TAIRデータベースの野生株リファレンス配列（シロイヌナズ
ナ Columbia-0）との比較による多型塩基の同定を行った。 
  
2-6 マイクロアレイ 
 野生株と変異株 10-2-5および 121-1の遺伝子発現解析は、各植物個体より Total RNAを
抽出後、5μgの RNAを用いて逆転写反応により cDNAを合成後、ビオチンラベル化され
た cRNAを合成し、Affymetrix社 Arabidopsis genome ATH1 arrayにハイブリダイゼー
ション(45℃、16hr)させた。アレイを洗浄および Streptavidin-phycoerythrin 染色を行っ
た後、レーザースキャナーにより蛍光検出し、GeneChip Operating Software Ver. 1.4にて
解析した。野生株と変異株の遺伝子発現比較は、各 3回繰り返し行った。 
 
3: 結果および考察 
3-1 A/Ciスクリーニング法による光合成変異株の単離 

A/Ci スクリーニング法は、以下の A/Ci 理論に基づきデザインされている。C３植物は一
般に、葉内 CO2分圧 (Ci) の増大に伴いその光合成速度は増加していくが、高 CO2分圧下

では (Ci) に依存せず、光合成速度は一定の値をとるようになる。このことは光合成を律速
させる制御系因子が存在することを示している。現在得られている知見では、Fig.1A に示
されているように光合成速度を制御する３つの要因がこの二酸化炭素分圧依存性に反映さ

れる。大気二酸化炭素分圧以下では、Rubiscoによる二酸化炭素固定反応の効率が、それ以
上の分圧では RuBP 再生効率が、さらに高い分圧ではカルビン・サイクルへのリン酸回収
効率が光合成を制御すると考えられている。つまり、この理論に基づけば、光合成の二酸

化炭素依存性を評価することで、光合成を制御する要因に異常のある変異株の単離が可能

となること意味する。昨年度、この理論に基づき、クロロフィル蛍光 2 次元画像解析を用
いて光合成を光化学系 IIの量子収率（φPSII）により迅速評価する、光合成変異株のスク
リーニング系を確立した（Fig1B）。 
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Fig.1光合成変異株の A/Ciスクリーニング 

A:高等植物光合成の二酸化炭素分圧依存性モデルを示す。スクリーニングにおいて
光合成速度を評価した Low CO2および High CO2条件を赤丸で示す。 
B:スクリーニング条件下において、二次元画像クロロフィル蛍光解析システムによ
り得られた野生株のデータを示す。縦軸はクロロフィル蛍光強度、横軸は測定時間

を示す。葉緑体チラコイド膜光化学系Ⅱの量子収率(Φ(PSⅡ))は、測定光に同期し
た蛍光強度をパルス飽和光に依存して測定することにより評価した。Low CO2条件

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

示す。 
 

Fig1B では、実際にスクリーニング条件下において、二次元画像クロロフィル蛍光解析
システムにより得られた野生株のデータを示している。Low CO2条件下、およびHigh CO2

条件下でのそれぞれの PSⅡの量子収率 (Φ(PSⅡ))は、それぞれΦ20%O2、Φ5%CO2とし

た。野生株では、スクリーニング条件下におけるΦ20%O2は 0.3、Φ5%CO2では 0.6 を示
し (Fig.4 B) 、High CO2条件に移行させた際に約２倍ΦPSⅡが増大した。このことは、
CO2濃度の増大に伴って光合成活性が促進されたことを意味する。我々はこのΦ20%O2あ

るいはΦ5%CO2それぞれの「値」および「変化」に注目し、野生株と異なる挙動を示す変

異株について選抜を行った。 
これまでに約 10万個体のスクリーニングが終了しており、今年度、新たに 8株の光合成
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変異株を単離し、合計 40株の光合成変異株を取得している（Table 1）。 

 
Table1 においては、光合成変異株の表現型の分類は、二次元画像クロロフィル蛍光解析
システムから得られる CO2応答パターンにより分類した。今年度、新たに単離された光合

成変異株の中には、クロロフィル蛍光解析データを基に、光合成能の向上が期待される変

異株、39-84-2と 39-66の 2株が含まれている。 
 A/Ciスクリーニングによるクロロフィル蛍光解析の結果、変異株 39-84-2は、Low CO2
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条件下において 39-84-2 のφ20％O2は 0.47であり、野生株のφ20％O2、0.34よりも大き
かった。また野生株で観察される High CO2条件下への移行後のφPSIIの増大が、変異株
においては観察されなかった(Fig 2)。 
 また、変異株 39-66は、Low CO2条件下のφ20％O2が 0.26であり、野生株(φ20％O2=0.40)
よりも小さい。しかしながら、High CO2条件下においては、変異株のφ5％CO2は 0.63に
増大し、野生株のφ5％CO2をも上回る特徴的な表現型を示した（Fig 3）。 

 
以上の結果から、変異株 39-84-2 において、低 CO2下での光合成速度を負に制御し、ま

た高 CO2下で光合成速度を正に制御する因子に関連する遺伝子に変異が生じている可能性

が考えられる。また、変異株 39-66 は、39-84-2 とは正反対の表現型を示す。現在までに、
両変異株の原因遺伝子の情報は得られていないが、両変異株の解析および原因遺伝子の同

定が、光合成の CO2応答に関する制御メカニズムの解明、さらに植物・樹木での光合成律

速解除を達成する遺伝子シーズを提供する可能性があり、期待される。 
現在、昨年度単離された光合成変異株と共に、ガス交換による光合成 CO2固定能の解析

を進めている。 
 
3-2 光合成変異株のゲノムシークエンスによる原因遺伝子同定 
 昨年度取得した光合成変異株、39-4、59-51、10-2-5は、クロロフィル蛍光解析より以下



 34

のような特徴的な表現型を有している。 
変異株 39-4は、20%O2条件下で量子収率が野生株に比べて小さく(Φ20%O2 ; 野生株 0.3, 

39-4 0.2)、5%CO2条件下に移行させた後でもその量子収率の変動が少ない(Φ5%CO2 ; 野生
株 0.6, 39-4 0.2)変異株である。A/Ci理論に基づくと、High CO2分圧下での光合成速度を

律速する要因は、Rubiscoの反応で生成する糖リン酸の葉緑体外への輸送の結果失われる葉
緑体内リン酸の、葉緑体外からの回収反応であるため、39-4 はこのリン酸回収効率に異常
がある可能性が高く、シンク系に異常がある変異株としてグループに分類した(Table 1)。 
また、変異株 59-51は、20%O2条件下で野生株に比べて量子収率が小さく(Φ20%O2 ; 野

生株 0.25, 59-51 0.06)、5%CO2条件下でも量子収率の変動は少ない(Φ5%CO2 ; 野生株 0.6, 
59-51 0.072)。また、定常蛍光強度(Fs)が野性株に比べて常に大きい変異株である。CO2固

定に要求される ATPおよび NADPHを供給する電子伝達系に異常があった場合、CO2濃度

に依存せず、常にプラストキノンが還元型を示す可能性が高いため、ETR 系に異常がある
変異株として分類した(Table 1)。 
変異株 10-2-5は、両条件下で野性株に比べて量子収率が大きい(Φ20%O2 ; 野生株 0.37, 

10-2-5 0.49, Φ5%CO2 ; 野生株 0.57, 10-2-5 0.61)変異株である。10-2-5では、特に 20%O2

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

ったことから、さらに 20%O2条件下、15分間について量子収率の測定を行った結果、20%O2

条件下での量子収率は、野生株が 0.36であったのに対して 10-2-5では 0.57であり、量子
収率が野生株に比べて約 1.6 倍大きいことが明らかとなった。このことから、10-2-5 では
低 CO2条件下での光合成速度を決定するルビスコ反応を制御する遺伝子に異常が生じてい

る可能性が考えられる変異株である(Table 1)。 
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光合成 CO2固定強化遺伝子の取得を目的とし、上記 3 株の光合成変異株に関して、マッ
ピングによる原因遺伝子候補の絞り込みを試みた（Fig 4）。その結果、変異株 59-51の原因
遺伝子は、第１染色体北側に位置する 52遺伝子に含まれる可能性が高く、また変異株 39-4
は、第１染色体南側に位置する 61 遺伝子に、さらに変異株 10-2-5 では、第 3 染色体北側
に位置する 107遺伝子の中に原因遺伝子が含まれる可能性が高いことが明らかとなった。   
原因遺伝子を同定するために、変異株のゲノム DNAを鋳型に、全原因遺伝子を PCRに
より増幅後、ダイレクトシークエンスによる野生株をリファレンス配列とした多型解析を

行った。現在までに、変異株 59-51について原因遺伝子候補として 7遺伝子、変異株 39-4
について原因遺伝子候補として 8遺伝子、変異株 10-2-5について原因遺伝子候補として 20
遺伝子に絞り込まれた。この中には、シークエンスケミストリの限界起因する Polybase部
分の塩基数の解読間違いの結果、原因遺伝子候補とされる遺伝子も多く含まれている可能

性が高い。再度、原因遺伝子候補に関してシークエンス解析を行い、原因遺伝子の同定を

行う予定である。また、原因遺伝子同定後は、変異株の相補試験による同定遺伝子の機能

確認作業に移る予定である。、 
 
3-3 光合成変異株のマイクロアレイ解析 
 マイクロアレイによる網羅的遺伝子発現解析は、光合成変異株の表現型、光合成向上お

よびストレス耐性(熱散逸)誘導のメカニズム解明に寄与することが予想される。そこで、上
記光合成変異株、10-2-5 および変異株 121-1 に関して、マイクロアレイによる定常状態で
の遺伝子発現を野生株と比較解析を行った。 
変異株 121-1 は昨年度取得された変異株であり、クロロフィル蛍光解析の結果より、光
合成の定常状態に到るまでの時間が野性株に比べて遅い表現型を示した。したがって、

121-1は、光合成の誘導初期に異常がある可能性が考えられた。光合成誘導初期には、気孔
が開かれるまでの間やカルビン・サイクルを構成する酵素群が活性化されるまでの間、光

傷害を回避するための迅速な NPQ (non-photochemical quenching) 誘導が要求されが、野
生株にくらべて 121-1では、スクリーニング条件(190μmol photons m-2 s-1)以上の光強度
下(200～1200μmol photons m-2 s-1)で、定常状態においても NPQが顕著に低下している
していた。121-1の弱光下 (50μmol photons m-2 s-1) での生育は野生株と変わらない こと
から、121-1は電子伝達主経路の活性に影響は無く、特に強光条件下または光合成誘導期で
の NPQ誘導に要求されるΔpHの形成能あるいは維持能に異常がある可能性が考えられた
変異株である。 
野生株および各変異株の比較解析を 3度繰り返し行った結果、変異株 121-1に関しては、
野生株に対して、遺伝子発現が増大および抑制された遺伝子を再現性を持って観察するこ

とはできなかった。一方、変異株 10-2-5では、発現が 2倍以上誘導されている遺伝子が 215
遺伝子、発現が 2 倍以上抑制されているが 257 遺伝子存在することが明らかとなった。誘
導遺伝子の上位には、傷害誘導、生物学的または非生物学的ストレスにより誘導されるこ
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とが知られている遺伝子が多く含まれていた。また抑制遺伝子にホルモン代謝や RNA転写
制御に関わることが予想される遺伝子が多く含まれていた。また光合成関連遺伝子として、

chlorophyll A-B binding proteinの遺伝子ファミリー、特に Lhcb遺伝子ファミリーの
多くが発現抑制されていた。この結果は、本変異株において葉窒素当りのクロロフィル

含量が野生株より低いことと一致する結果である。しかしながら、Rubisco small 
subunit遺伝子の発現量には、増減が見られず、変異株における Rubisco量増大の表現
型は、転写後制御の結果に起因することが考えられた。 

 
4: 今後の予定 
 現在 A/Ciスクリーニングにより単離された光合成変異株 (39-4、59-51、10-2-5) につい
て、原因遺伝子の同定を行い、変異株の相補試験を含め、これらの変異株における表現型

が CO2固定速度に与える影響を検証する。 
 
5: 研究発表・講演、文献、特許等の状況 
山本宏、三宅親弘、富澤健一 (2006)「乾燥地域における CO2大規模固定森林創生技術開発」

電気評論 第 91巻 臨時増刊号 56-57 
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A-2 Rubisco を過剰生産させた植物による CO2の固定化効率向上の検討 

 

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

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

力の改善の成果を、個体レベルでのバイオマス生産から評価することを目標にする 
 具体的には、個葉光合成改善のためのターゲットとして、光合成 CO2固定酵素であり、

光 呼 吸 の 酸 素 吸 収 の 初 発 反 応 を 触 媒 す る ribulose-1,5-bisphosphate 
carboxylase/oxygenase (Rubisco, EC 4.1.1.39)に的を絞っている。Rubiscoの光合成の律速
性については、オースラリア国立大学の G. Farquhar ら(1980)によって提唱されたもので
あるが、その後、Makino ら(1985)はイネにおいて、Evans (1986)はコムギにおいて、C3

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

律速因子であることが報告された。本研究課題では、まず、その Rubisco 量を特異的に変
化させた形質転換体の作成を試みている。方法的には、Rubisco の小サブユニット遺伝子
rbcS（核コード）をセンス方向とアンチセンス方向に rbcSプロモーターでドライブした形
質転換用ベクターを構築し、アグロバクテリウムを介してイネに形質導入する方法である。

そして、このような方法で作製した Rubisco 形質転換体イネについて、個葉レベルでの光
合成の生理・生化学から個体レベルでの乾物生産に関わる生理・生化学を解析することに

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

ある。また、ユーカリなどの有用植物の Rubisco の改変を目的に、草本から落葉樹や常緑
樹などの樹木にいたる高等植物におけるRubiscoのカルボキシラーゼ/オキシゲナーゼ比(タ
ウ値)と比活性(Kcat)の変異を調べ、機能的に優れた Rubiscoの遺伝子資源を探す。 
 
 
１．研究開発の成果と達成状況 

 
(1) 研究開発の成果 
 
① 要 約 
高等植物における個葉レベルでの光合成能力の改善を試みることで二酸化炭素の固定化効

率の向上を計ることを目標とした。昨年度までの実験において、イネを材料に、核側の遺

伝子である rbcSのみの過剰発現で 30%ほどの Rubisco量の増強に成功した。そこで、rbcS
の過剰発現のみで Rubisco量が増加した分子メカニズムを解明するため、gene familyを形
成する個別の rbcS遺伝子の発現と葉緑体側の rbcLの発現を調べた。イネ完全長 cDNAデ
ータベース情報により、イネ rbcS遺伝子は 5種存在し、第 2染色体に一種、第 12染色体
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に４種存在することが明らかとなっている。本課題で Rubisco の増強に成功した転換体イ
ネでは、第 12染色体に座乗する OsrbcS2型の遺伝子が増強されていることが示された。第
2染色体のものは wild typeイネおよび形質転換体イネともにほとんど発現しておらず、第
12染色体のOsrbcS2以外の他の rbcS遺伝子の発現にはほとんど影響を与えていなかった。
一方、rbcL 遺伝子の転写は数十％促進されており、その mRNA 量の増加量と Rubisco タ
ンパク質量の増加量との相関が高いことがわかった。今後、Rubisco量をさらに飛躍的に増
強させるためには、rbcL 遺伝子の増強も必要であることが示唆された。また、昨年度まで
の実験で、Rubisco量を増やしても、完全展開時には、それが直接個葉レベルでの光合成速
度の増加に結びつくものではないことが示された。本年度は Rubisco の増強と葉の寿命と
の関係を調べたところ、Rubisco増強イネの老化葉では Rubisco量が維持される傾向にあり、
光合成の向上に結びついていることが示された。 
次に、機能的に優れた Rubiscoの遺伝子資源を見出すことを目的に、Rubisco機能を比活性
とタウ値の両面から評価して、それらの植物種間変異を草本から落葉樹、さらにユーカリ

を含む常緑樹を材料に調査した。まず、比活性の変異については落葉広葉樹では温暖地域

に自生するものにくらべ、冷温帯のものが高い傾向にあった。他に比べ 5%有意水準で特に
高いものはブナであった。常緑樹でも針葉樹は必ずしも高い比活性を示したものはなく、

常緑広葉樹に分類されるユーカリ 5 種の変異は余り大きなものでなかった(5%レベルで有
意差なし)。一方、タウ値は高等植物全体で余り大きな変異はなかった。コムギを基準に比
較すると 5%有意水準で高かったものは、ユーカリ属の E. dennii のみであった。ブナの
Rubiscoも高い傾向にあり、高比活性型であることから注目される。低いものはユーカリ属
の E. camalodulensisや草本のタバコとトウモロコシの Rubiscoであった。 
 
 
Summary 
 
Rice (Oryza sativa L.) plants with substantially increased Rubisco content were 
obtained by Agrobacterium-mediated transformation with the rice rbcS sense gene 
under the control of the rice rbcS promoter. The primary transformants were screened 
for the ratio of Rubisco to leaf-N content, and the transformants with above 120% 
wild-type levels of Rubisco were selected. In the progeny of the selected lines of the 
transformants, the mRNA levels of one member of the rbcS gene family were increased 
from 3.9- to 6.2-fold, whereas those of other members of the rbcS gene family were 
unchanged. The total levels of rbcS mRNA were increased from 2.1- to 2.8-fold. The 
levels of rbcL mRNA were increased from 1.2- to 1.9-fold. Rubisco protein content was 
significantly increased by 30% on a leaf area basis. The ratio of Rubisco-N to leaf-N was 
also increased by 10 to 20%, irrespective of N treatment. The specific activity of Rubisco 
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per unit of enzyme protein was not different. However, light-saturated photosynthesis 
was not enhanced even when the rate was measured at low [CO2] where Rubisco 
becomes limiting for photosynthesis. Some lines showed lower photosynthesis at high 
[CO2] (above 60 Pa). We conclude that introduction of additional sense rbcS leads to 
overexpression of rbcS and that this overexpression slightly up-regulates the gene 
expression of rbcL at a transcript level and enhances the amount of Rubisco holoenzyme. 
However, overproduction of Rubisco protein does not improve photosynthesis. 
    Variations in the specific activity (kcat) and the specificity factor for carboxylase 
and oxygenase of Rubiscos were examined among higher plant species including 
herbaceous annuals, woody hemi-deciduous and woody evergreen species. The 
variations were also examined among Eucalyptus species. The cool-habitat species had 
higher kcat Rubisco than warm-habitat species. The kcat of Rubisco from Fugus crenata 
was the highest. On the other hand, although the variation in the specificity factor was 
small, an Eucalyptus species, E. dennii, had significant higher specificity factor of 
Rubisco. 
 
② 本文 
 
＜方法＞ 
1) 昨年度までの実験において、核側の遺伝子である rbcSのみの過剰発現で Rubisco量の
増強に成功した。そこで、本年度は rbcSの過剰発現のみで Rubisco量が増加した分子メカ
ニズムを解明するため、gene family を形成する個別の rbcS 遺伝子の発現と葉緑体側の
rbcL の発現を調べた。一方、昨年度までの実験において、Rubisco 量を増やしても、完全
展開時には、それが直接個葉レベルでの光合成速度の増加に結びつくものではないことが

わかった。そこで、本年度は Rubiscoの増強と葉の寿命との関係を調べた。 
2) 機能的に優れた Rubisco を有用植物に導入するという試みは古くから議論されている
が、その具体的な方策は見出されていなかった。それは、高等植物の Rubisco を越える機
能を有する Rubisco を持つ光合成生物は自然界には発見されてはおらず、また、高等植物
Rubisco 間の変異は非常に小さなものであることが原因であった。しかし、極近年、樹木、
とくに常緑樹の Rubisco や乾燥地や寒冷地に生息する高等植物の中に優れた Rubisco 機能
を持つものが存在することが示唆されてきた。そこで、本年度は機能的に優れた Rubisco
の遺伝子資源を見出すことを目的に、Rubisco 機能をタウ値と比活性の両面から評価して、
それらの植物種間変異を調査することとした。まず、簡易的ありでかつ正確なタウ値と比

活性を測定する方法を確立し、その手法によって、草本から落葉樹、さらにユーカリを含

む常緑樹を材料に調べた。 
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＜結果＞ 
昨年度までの実験において、イネを材料に、核側の遺伝子である rbcSのみの過剰発現で30%
ほどの Rubisco量の増強に成功した。そこで、まず rbcSの過剰発現のみで Rubisco量が増
加した分子メカニズムを解明するため、異なった窒素栄養条件で育てた 3 系統の Rubisco
増強形質転換体イネについて gene familyを形成す
る個別の rbcS遺伝子の発現と葉緑体側の rbcLの発
現を調べた (Fig. 1)。イネ完全長 cDNAデータベー
ス情報により、イネ rbcS遺伝子は 5種存在し、第 2
染色体に一種、第 12 染色体に４種存在することが
明らかとなっている。本課題で Rubiscoの増強に成
功した転換体イネでは、第 12 染色体に座乗する
OsrbcS2型の遺伝子が増強されていることが示され
た。第 2染色体のものは wild typeイネおよび形質
転換体イネともにほとんど発現していなかったため、

データを表示していない。第 12 染色体の OsrbcS2
以外の他の rbcS 遺伝子の発現にはほとんど影響を
与えていなかった。一方、rbcL 遺伝子の転写は数
十％促進されていた。そこで、Fig.2にその mRNA
量の増加量と Rubiscoタンパク質量の増加量との 
 
Fig 1 .  The relative mRNA levels of each 
member of the rbcS gene family and rbcL in the 
leaves expanding from the sheaths by about 50% 
in the T2 selected transgenic lines and the 
wild-type rice plants grown hydroponically with 
different N concentrations of 0.5, 2 and 8 mM. (a) 
total rbcS, (b) OsRBCS2, (c) OsRBCS3, (d) 
OsRBCS4, (e) OsRBCS5, (f) rbcL, (g) the ratio of 
rbcL to OsRBCS5. The mRNA level of each gene 
was expressed on a leaf fresh weight basis, and 
the level in the wild-type plants at 2 mM N was 
defined as 1.0. Data are presented as means ± SD 
(n = 4). The asterisks * and ** indicate significant 
differences between the wild-type and transgenic 
plants at the same N treatment at P < 0.05 and P 
< 0.01, respectively, by Student’s t-test.  
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相関関係を示した。その結果、Rubiscoタンパク質量は rbcLのｍRNA量と相関の高いこと
がわかった。今後、Rubisco 量をさらに飛躍的に増強させるためには、rbcL 遺伝子の増強
も必要であることが示唆された。また、昨年度までの実験で、Rubisco量を増やしても、完
全展開時には、それが直接個葉レベルでの光合成速度の増加に結びつくものではないこと

が示された。本年度は Rubiscoの増強と葉の寿命との関係を調べたところ、Rubisco増強イ
ネの老化葉では Rubisco量が維持される傾向にあり、光合成の向上に結びついていること 

 
Fig. 2  Relationships between the mRNA levels of total rbcS (a) and rbcL (b) in the 
leaves expanding from the sheaths by about 50% and Rubisco content in the uppermost, 
fully expended leaves of the T2 selected transgenic lines and the wild-type rice plants. 
(○) wild-type, (■) Sr-26-8, (▲) Sr-26-13, (▼) Sr-35-4. For total rbcS mRNA, Y = 1.58 X + 
0.48, r2 = 0.93 (wild-type); Y = 0.61 X + 1.23, r2 = 0.72 (transgenic lines). For rbcL mRNA, 
Y = 1.06 X + 1.13, r2 = 0.69 (all genotypes). 
 
が示された(data not shown)。完全展開時での Rubisco 増強イネにおいて生じる Rubisco
の部分的不活性化の要因については解明することができなかった。継続課題である。 
次に、機能的に優れた Rubiscoの遺伝子資源を見出すことを目的に、Rubisco機能を比活性
とタウ値の両面から評価して、それらの植物種間変異を草本から落葉樹、さらにユーカリ

を含む常緑樹を材料に調査した(Table 1)。まず、比活性の変異については落葉広葉樹では
温暖地域に自生するものにくらべ、冷温帯のものが高い傾向にあった。他に比べ 5%有意水
準で特に高いものはブナであった。常緑樹でも針葉樹は必ずしも高い比活性を示したもの

はなく、常緑広葉樹に分類されるユーカリ 5種の変異は余り大きなものでなかった(5%レベ
ルで有意差なし)。一方、タウ値は高等植物全体で余り大きな変異はなかった。コムギを基
準に比較すると 5%有意水準で高かったものは、ユーカリ属の E. denniiのみであった。ブ
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ナの Rubisco も高い傾向にあり、高比活性型であることから注目される。低いものはユー
カリ属の E. camalodulensis や草本のタバコとトウモロコシの Rubisco であった。一部の
植物には Rubisco の活性が測定不能だったものもあり、今後はさらに、測定法の検討を行
い、生育温度域の違いと、片面気孔や両面気孔および耐乾燥性を含め、変異の程度の調査

を行いたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 目的に照らした達成状況 
 
・当初目的にしていた研究内容 
1) rbcS の過剰発現のみで Rubisco 量が増加した分子メカニズムを解明するため、gene 
familyを形成する個別の rbcS遺伝子の発現と葉緑体側の rbcLの発現を調べる。 
2) 昨年度までの実験において、Rubisco量を増やしても、完全展開時には、それが直接個
葉レベルでの光合成速度の増加に結びつくものではないことがわかった。そこで、Rubisco

Herb annual
イネ：Oryza sativa
コムギ：Triticum aestivum
トウモロコシ：Zea mayz

Woody hemi-deciduous
コナラ：Quercus serrata
ブナ：Fugus crenata
イタヤカエデ：Acer pictum
オニグルミ：J. mandshurica

Woody evergreen
シラビソ：Abies veitchii
ハイマツ：Pinus pumila
ドイツトウヒ：Picea abies

Eucalypt
E. maidenii (片面気孔、温帯性)
E. camaldulensis (両面気孔、耐燥性)
E. dunnii (片面気孔、耐霜性)
E. grandis (片面気孔、標準栽培種)

Populus
ヤマナラシ： P. sieboidii

s-1                         τ
11.4 ± 1.0        94 ± 4  
14.3 ± 0.6      100 ± 4
18.5 ± 0.3        74 ± 3

10.2 ± 0.7       93 ± 3
18.5 ± 0.4     105 ± 2
16.1 ± 1.0       85 ± 3
16.7 ± 0.9           NG      

13.6 ± 0.2       83 ± 5
11.6 ± 0.7           NG      
17.9 ± 0.6       79 ± 5

13.0 ± 1.7     101 ± 2
15.0 ± 0.3     112 ± 1
13.5 ± 0.7       90 ± 3
17.3 ± 1.0     106

15.5 ± 0.6      95 ± 3

Table 1. Variations in the specific activity (mol mol-1 s-1 at 25ºC) 
and τ of Rubisco among C3 speciesIncluding woody plants
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の増強と葉の寿命との関係を調べる。 
3) また、Rubisco 増強が必ずしも光合成の向上に結びつかなかった原因は、生体内での
Rubiscoの部分的な不活性化にあった。本年度は、Rubisco活性化状態に関与すると思われ
る因子について、電子伝達活性による Rubiscoの活性調節機構から解析する。 
4) 機能的に優れた Rubiscoの遺伝子資源を見出すことを目的に、Rubisco機能をタウ値と
比活性の両面から評価して、それらの植物種間変異を調査する。まず、簡易的ありでかつ

正確なタウ値と比活性を測定する方法を確立し、その手法によって、草本から落葉樹、さ

らにユーカリを含む常緑樹を材料に調べる。 
 
・目的達成できた研究内容 
1)については達成された。OsRBCS2の増強のみで rbcLの転写活性も高まり Rubiscoタン
パク量の増強に結びつくことがわかった。また、他の rbcS遺伝子の転写には影響を及ぼさ
ないことも示された。今後、Rubisco 量をさらに飛躍的に増強させるためには、rbcL 遺伝
子の増強も必要であることが示唆された。2)については、Rubiscoの増強が葉の Rubisco量
維持に効果があり、葉が老化しても相対的に光合成能が高く維持されることが示唆された。

4)については概ね達成され、高い Rubisco 機能を有する種が存在することが示唆された。
しかし、一部の植物には Rubisco の活性が測定不能だったものもあり、今後はさらに、測
定法の検討を行い、生育温度域の違いと、ユーカリについては片面気孔や両面気孔および

耐乾燥性を含め、変異の程度の調査を行いたい。 
 
・目的達成できなかった研究内容 
3)について、Rubiscoの増強が認められたイネにおける Rubiscoの生体内での部分的な不活
性化が生じる要因をオルタナーティフな電子伝達活性の制御から解析を行ったが、その要

因を特定することができなかった。さらに厳密な PSII と PSI の量子収率および CO2同化

の同時測定システムを構築することで解析を進めたい。継続課題である。 
 
2．研究発表・講演、文献、特許等の状況 
 
(1) 研究発表・講演 
牧野 周：Rubisco 効率の改善。第 47 回日本植物生理学会年会 2006 年 3 月 19 日―21
日 つくば 
堀口清華、吉村智美、新崎由紀、加藤秀起、山本 宏、鹿内利治、牧野 周、加藤 晃、

三宅親弘、富沢健一：光合成制御要因の調節因子探索を目的としたシロイヌナズナ A/Ci変
異株のスクリーニング法の確立と現状。第 47回日本植物生理学会年会 2006年 3月 19日
―21日 つくば 
山本 宏、堀口清華、牧野 周、新崎由紀、三宅親弘、富沢健一：高等植物は光化学系 I
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循環的電子伝達反応の活性を生育光強度に対してダイナミックに調節する。第 47回日本植
物生理学会年会 2006年 3月 19日―21日 つくば 
今井一洋、鈴木雄二、牧野 周、前 忠彦：イネ葉の老化過程における rbcS、rbcL mRNA
量と Rubisco生成量の関係に及ぼす窒素栄養の影響。第 47回日本植物生理学会年会 2006
年 3月 19日―21日 つくば 
菅野圭一、牧野 周、前 忠彦：登熟期の夜温がイネ大粒品種(秋田 63 号)の収量に及ぼす
影響 日本土壌肥料学会秋田大会 2006年 9月 5日―7日 秋田 
鈴木雄二、大久保真希、畠山華子、大橋敬子、吉澤隆一、小島創一、早川俊彦、山谷知行、

前 忠彦、Rowan F Sage、牧野 周：イネにおける rbcS 遺伝子の過剰発現による葉身
Rubisco含量の増加。日本土壌肥料学会秋田大会 2006年 9月 5日―7日 秋田 
牧野 周：Rubisco と窒素 基礎生物学研究所重点利用建久 C/N バランスシンポジウム 

2007年 2月 22日―23日 岡崎 
吉澤隆一、鈴木雄二、今井一洋、牧野 周、前 忠彦：イネにおける rbcS multigene family
の窒素供給量に対するmRNAレベルの応答 第 48回日本植物生理学会年会 2007年 3月
28日―30日 愛媛 
山本 宏、加藤秀紀、新崎由紀、堀口清華、鹿内利治、長谷俊治、遠藤 剛、西岡美典、

牧野 周、三宅親弘：葉緑体形質転換によるフェレドキシンの過剰発現は光化学系 I循環的
電子伝達活性を増強し、Non-photochemical quenchingを増大させる。第 48回日本植物生
理学会年会 2007年 3月 28日―30日 愛媛 
中野良平、石田宏幸、牧野 周、前 忠彦：低温ストレス下の葉において活性酸素を介し

た Rubisco分解が起こる要因の解析。第 48回日本植物生理学会年会 2007年 3月 28日―
30日 愛媛 
鈴木雄二、大久保真希、畠山華子、大橋敬子、吉澤隆一、小島創一、早川俊彦、山谷知行、
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A-3 養水分吸収能力の強化に向けた基盤技術開発 

 
要約 
 不良環境での植物生育は、様々な要因によって制限されている。中でも土壌が原因とな

るストレス、例えば酸性土壌障害や塩類集積土壌によるストレスでは、根の生育が阻害さ

れることは旱魃抵抗性を喪失させることから問題である。また、本プロジェクトが対象と

する製紙原材料・ユーカリは、本来は環境抵抗性が高いとされているが、パルプ特性など

の原料としての性質がすぐれたものの環境抵抗性は必ずしも高くない。これは、高成長性

とのトレードオフとも考えられるが、養分・水分の吸収能力を向上させることは、商業利

用として管理される植林地を広げるためには極めて重要であると考える。本課題では、従

来から、遺伝子組換え技術やマーカー補助選抜により根の耐性を強化する手法の開発に取

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

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

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

カリへ適用することを目指している。 
 根端から放出する有機酸は、アルミニウムと錯体を形成して無毒化する。さらに、無機

難溶性リンを可溶化することによりリン酸欠乏を回避することにもなる。放出する有機酸

の種類は植物種により異なるが、シロイヌナズナではリンゴ酸を、ユーカリでは誘導的に

クエン酸を放出する。この分子機構の解明と遺伝子組換え技術の開発を目的として研究を

進めた。ユーカリに関しては、イソクエン酸脱水素酵素の RNAi 法でクエン酸代謝を改変
した植物体を作成し、そのクエン酸放出能力が強化できることを明らかになったが、細胞

膜上のクエン酸輸送能力を向上させることが課題として残された。ところで、これに関し

てはモデル植物であるシロイヌナズナのリンゴ酸放出は誘導的であるが、これはリンゴ酸

輸送タンパク質の誘導的発現により説明できることが明らかとなった。このリンゴ酸トラ

ンスポーターの発現に関して解析をすすめ、根内部特異的で、イオン特異的であることを

明らかにした。シロイヌナズナが極めて小型で、炭素源を節約する能力を持つことの意味

は大きいと考えられた。ところで、ユーカリにおけるクエン酸放出も誘導的であり、この

ことはシロイヌナズナと同様に誘導型遺伝子によりクエン酸放出が制御されていることを

示した。そのため、アルミニウム処理したユーカリの根より cDNAを作成して、EST解析
を引き続き実施するとともにシロイヌナズナに対する遺伝子組換えを実施して、いわゆる

発現解析を行うこととした。 
 シロイヌナズナの研究結果は、有機酸放出に関わる遺伝子の発現及びその機構は厳密に

制御されていることを示している。これは、根からの有機酸の放出はカーボンロスにつな

がるためと推測される。そこで、クエン酸放出能力の強化のための遺伝子発現を根特異的

に制御するシステムの開発を行っている。本開発を迅速かつ効率的に進めるために、ユー

カリにおける高効率に形質転換毛状根を作出する実験系を構築した。更に、本実験系を利
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用して、ユーカリにおいて根特異的に遺伝子発現を制御できるプロモーターを取得した。 
 

Plant biomass production is often limited by environmental stress. If stress 
factors are involved in soil, such as acidity and salinity of soils, it leads inhibition of root 
growth and in turn to losing tolerance to drought stress. Beside, Eucalyptus species are 
believed to have tolerant capacity to various environmental stress factors, but it cannot 
adapt to the commercially planted varieties, which carries suitable characteristics for 
pulp production. For example, GUT5, a kind of commercially grown hybrid of 
Eucalyptus, is more sensitive than Eucalyptus camaldulensis, which can adapt to 
various climate and soil environment. It would be a kind of trade off between 
environmental tolerance and commercially useful characteristics, such as fast growing. 
However, if we could introduce tolerant capacity into such varieties, it can contribute to 
develop commercial forest plantations. This research project aims functional 
improvement of the roots of Eucalyptus, which can adapt problem soils due to enhance 
nutrient and water uptake by increased root biomass. In this context, it is important to 
improve both Al tolerance and Pi uptake capacity, because acid soil is the majority in 
overseas sites for plantation, such as Brazil. 
 Organic acid excretion from the root apex can alleviate aluminum toxicity by 
its chelating capacity with metal ions. In addition, organic acid can release P from 
hardly soluble inorganic P in soils by the same mechanism. Although released organic 
acid is valuable among plant species, Eucalyptus releases citrate in response to 
aluminum, while a model plant Arabidopsis releases malate with the same manner. 
Previously, we proved that metabolic engineering of citrate metabolism, namely RNAi 
inhibition of NADP-ICDH, is able to enhance citrate release from the roots of GUT5. It 
is possible to enhance the capacity of citrate excretion if we can introduce citrate 
transporter. However, at this stage, we have not isolated gene(s) encoding citrate 
transporter. Beside, studies in the model plant Arabidopsis, we identified a key gene 
regulating Al responsive malate release, namely AtALMT1. Further characterization of 
gene expression and function of AtALMT1 reveal that specific response of expression 
and protein activation by aluminum. In addition, promoter-GUS transgenic plants 
appear that expression is limited in the growing apex and the inner part of the mature 
roots. Similar regulation would expect in transgenic approach because it can minimize 
carbon loss. Beside, we established EST libraries from Al-treated Eucalyptus, which 
would involve citrate transporter gene. Using these libraries, expression screening of 
the citrate transporter has been conducting by using Arabidopsis as a host of 
transformation. 
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 We are developing a gene expression system, in which useful genes are 
regulated at root parts specifically, because it would minimize carbon loss. We 
established an efficient way to make genetically modified hairy root for Eucalyptus, 
which would allow us to isolate and evaluate promoters quickly and efficiently. Using 
the hairy root system, we isolated a promoter from Eucalyptus which functions at root 
parts but not at aerial parts of Eucalyptus.
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1． 緒言 
 植物により二酸化炭素の吸収量を増加させるためには、不良環境の植生を回復すること

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

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

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

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

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

させることに結びつくため、植生回復樹木開発の鍵となる技術である。 
一般の作物・牧草生産などのいわゆる農耕地として利用できる陸地面積の過半が、塩類

集積や酸性障害が問題となる土壌である。塩基性（塩類集積土壌を含む）は 30％弱、酸性
土壌は 40％弱を占めている。植生拡大でターゲットとする植林地は、農耕地として利用可
能な土壌よりもさらに苛烈なストレスが問題となる不良土壌も想定する必要がある。これ

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

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

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

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

（Ca供給と pH矯正の２つの効果がある）と、リン酸を多量に投入する必要がある。この
例では、1 ha 当たり 10ｔの石灰を投入することが、生産を可能にするために必要である。
石灰を投入していない場合、通常の作物は根の発達が不十分で、乾期の“乾燥ストレス”

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

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

塩基性若しくは塩類集積土壌でも、P、Fe等の養分の欠乏や Naの集積などの過剰害が生じ
るが、根の発育不全は乾燥抵抗性の喪失に直結している。実用的な植林樹種であるユーカ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

技術開発を目的としている。II）の技術開発の過程で得られたシロイヌナズナの Al 耐性遺
伝子であるリンゴ酸トランスポーター遺伝子の詳細な発現解析を行い、根内部特異的で、

イオン特異的であることを明らかにした。この結果を I）の研究にフィードバックさせるこ
とを目的に、①II）の方法論を応用したユーカリからのクエン酸輸送に関わる新規有用遺伝
子の探索、②根特異的遺伝子発現システムの開発を開始した。 
 
２． 材料および方法 
２．１ シロイヌナズナのリンゴ酸放出 
 MGRL 栄養塩溶液で 4 日間発芽・栽培した後、各種金属および／あるいは各種試薬を
含む溶液で処理し一定時間後に全溶液を回収した。時間変化解析は、一定時間後に溶液の

1 部を回収することで行った。実験はすべて無菌的に行った。リンゴ酸の定量は Kihara
ら（2003）の方法に従った。 
 
２．２ 遺伝子の転写レベル解析 
各種処理した根から Suzukiら（2004）の方法に従い total RNAを抽出した。定法に従

い逆転写反応を行うことで cDNAを合成した後、その一部を用いて PCR反応を行った。指
数増幅をしているサイクルで PCR反応を止め、反応溶液の一部をアガロースゲルで分離し
た。イメージアナライザーTyphoon（GEヘルスケアバイオサイエンス）により画像解析を
行い、バンド強度の数値化を行った。ユビキチン遺伝子をコントロールとして使用した。 
 
２．３ ユーカリ cDNAの発現ベクター 
 完全長 cDNAライブラリーは、cDNAの両端にレアカッターである SfiIのサイトが付加
されており、これにより全長を切り出せるようになっている。5'端側には XbaIサイトを、
3'端側には SacI サイトを付加したプライマー対を用いて、あるライブラリークローンを両
サイドの SfiIサイトを含めて増幅した。この増幅断片をXbaIおよび SacIで処理し、pBI221
ベクターの GUS遺伝子と置換した。このベクターを PstIおよび EcoRIで切断し、ブラン
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トエンド処理して、35SCaMVプロモーターから NOSターミネーターまでを切り出した。 
このフラグメントを、HindIII で切断しブラントエンド処理した TAC ベクター

（pYLTAC7m1 CTT-ACA）に接続し、組換え用の基本ベクターを作製した。上記の選抜ク
ローンは、SfiI 切断後、基本ベクターの SfiI サイトに導入した。塩基配列解析をおこなっ
て遺伝子の挿入を確認した。 
 
２．４ プラークハイブリダイゼーション 
 スクリーニングのプローブにはユーカリ ESTの中に存在した遺伝子の部分配列を使用し
た。 
 ユーカリのゲノムライブラリーを用いてファージプラークを作り、Hybond N+メンブレ
ン  (GE Healthcare Life Sciences, USA) でリフトし、アルカリ変性後固定した。このメ
ンブレンをランダムプライム法によって 32Pラベルしたプローブとハイブリダイズさせた。
ハイブリダイゼーションの条件は、ホルムアミドを含まないバッファー (7 % SDS、0.5 M 
Na2HPO4、10 mM EDTA、pH 7.2)を用い、42℃で 20時間行った。洗浄は 2×SSC、0.1 % 
SDS、室温で 2回、0.1×SSC、0.1 % SDS、42℃で 2回、穏やかな条件で行った。その後、
X線フィルムに露光させ 48個のポジティブシグナルを得た。さらに 2ndスクリーニングを
行い、最終的に 24種類のクローンを得た。 
得られた 24 クローンのファージからそれぞれ DNA を抽出し、BamHI, BamHI/HindIII, 
BamHI/XhoI, EcoRI, EcoRI/BamHI消化でインサートを切り出し、アガロースゲル電気泳
動後メンブレンにトランスファーした。このメンブレンにプローブを上述と同じ条件でハ

イブリダイズさせて目的遺伝子断片のバンドを特定した。特定したバンドから 15個選んで
目的遺伝子断片をアガロースゲルから切り出し、pBluescript II SKにサブクローニングし
た。クローニングに成功した 14クローンについて T7、T3プライマーを用いて塩基配列の
解読を行った。 
 解読した配列を Query として BLAST 検索を行い、クローニングした DNA 断片が目的
遺伝子であるかどうかの推定を行った。 
 
２．５ ノーザン解析 
 ユーカリを処理後 0時間、8時間、24時間、72時間にサンプリングを行った。それぞれ
の処理区の植物体を葉、茎、根に分け、Suzukiら  (2003) の方法に従い RNAの抽出を行
った。プローブはクローニングした 5種類の部分配列を用いた。プローブの 32Pによるラベ
リングおよびデプローブには Strip-EZTM DNA  (Ambion, USA) を使用した。ハイブリダ
イゼーションは、ホルムアミドを含まないバッファー (7 % SDS、0.5 M Na2HPO4、10 mM 
EDTA、pH 7.2)を用い、65℃で 20時間プローブとハイブリダイズさせた。洗浄は 2×SSC、
0.1 % SDS、室温で 2回、0.1×SSC、0.1 % SDS、65℃で 2回行った。その後、X線フィ
ルムに露光させた。 



 52

２．６ 菌株 
 ユーカリの形質転換毛状根作出には Agrobacterium rhizogenes ATCC15834 株
（American type culture collection, VA, USA）を使用した。本菌株は、農林水産省の許可
を得て輸入したものである。 
 ユーカリの形質転換植物体の作出には、Agrobacterium tumefaciens EHA101株を使用
した。 
 
２．７ プロモーター解析用コンストラクション 
 形質転換に用いるバイナリーベクターとして、pGWB233あるいは pGWB203:GFPを使
用した。 
 
２．８ ユーカリ形質転換毛状根の作出 
 他の植物における毛状根作出で報告されている方法が、ユーカリにどの程度適用できる

のか調べるために、Diazら（Nature 338, 579-581 (1989)）の手法を多少改変した方法を
用いた。バイナリーベクターを導入した Agrobacterium rhizogenes ATCC15834株を YEB
培地で、28℃、200rpm、16時間培養し、菌体回収後１％スクロースを含む 1/4強度の B5
培地に懸濁した。無菌的に維持されているユーカリの多芽体の茎部と葉部を適当なサイズ

に切り、それら組織片を上記リゾゲネス懸濁液に浸した。その後、ガラクトース、アセト

シリンゴン、ナフタレン酢酸を含む 1/4強度の B5寒天培地上にリゾゲネス懸濁液に浸した
組織片を置床し、22℃、暗所で 2日間共存培養した。共存培養後、6.25 mg/mlメロペンを
含む滅菌水で洗浄し、発根誘導培地（メロペン、ナフタレン酢酸を含む 1/4強度の B5寒天
培地）上に置床し、27℃、暗所で培養した。培地は、2週間から 1ヶ月で更新した。 
 
２．９ GFP蛍光観察及び GUS染色 

GFP蛍光は、Fluor Imager 595(BRAIN社)を用い、レーザー波長 488nm、フイルター
セット 530DF30/610RGの条件下で検出した。 

GUS染色は、形質転換毛状根および形質転換植物の根を染色液（1mM 5-ブロモ-4-クロ
ロ-3-インドニル-β-D-グルクロニド：X-Gluc、100 mMリン酸バッファー、10 mM EDTA、
5 mMフェリシアン化カリウム、5 mMフェロシアン化カリウム、0.1％ トリトン X-100）
に浸漬し、30分間の脱気の後、37℃で一晩培養した。染色した根は 0.5％ アンチホルミン
および 70％エタノールで脱色した後、光学顕微鏡で観察した。 
 
３． 結果および考察 
３．１ シロイヌナズナをモデルとした効率的有機酸放出機構の解明 
３．１．１ はじめに 
シロイヌナズナの Al 耐性は昨年度までに報告したように、リンゴ酸放出に依存している。
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その分子機構を解明することは、ユーカリにリンゴ酸放出能力を付与するために効果的で

あるといえる。特に、有機酸放出による耐性強化戦略ではカーボンロスなどによる、生育

遅延（若しくは阻害）が、繰り返し指摘されている。現に、ICDHの発現抑制を加えた個体
では酸性土壌での生育は向上したものの、通常環境下での生育速度遅延が認められた。こ

れは、単に炭素ロスによるものだけとは考えられないが、有機酸放出を強化する以上、負

の要因を除去することが産業利用上も生態学的安全性の面からも必要と考えられる。この

点において、シロイヌナズナのリンゴ酸放出による Al耐性獲得機構は、興味深い特徴を持
っている。シロイヌナズナは植物体が小型であり、炭素ロスなども生じやすい特徴を持つ

が、リンゴ酸放出能力が高い品種が Al耐性を発揮するが、根も含めた生育遅延は全く認め
られない。このことは、この植物がリンゴ酸放出に関わる負の側面をキャンセルする機構

を持つためと考えられる。そこでこの項目では、シロイヌナズナのリンゴ酸放出を分子生

理学的に解析した。 
 
３．１．２ リンゴ酸トランスポーター遺伝子の発現とリンゴ酸放出のイオン特異性 
 シロイヌナズナの Al耐性の品種間差は、リンゴ酸放出能力により説明できる。昨年まで
に実施した、シロイヌナズナの RIライン２系統（Al耐性である、Colと Cviと感受性であ
る Ler との交配により作成された集団）を用いた解析から、第１染色体の上腕に Al 耐性
QTL（QTL1）がリンゴ酸放出能力を規定し、AtALMT1遺伝子の発現と相関することを突
き止めた。その発現様式は未解明であることから、先ず Al存在下での発現パターンに関し
て解析した。その結果、シロイヌナズナは Alに応答して速やかにトランスポーター遺伝子
を誘導的に発現してリンゴ酸を放出することが明らかとなった(第 1図)。これは、ユーカリ
では誘導的にクエン酸を放出する現象との類似性を持つ現象と理解できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1 図 シロイヌナズナにおけるリン
ゴ酸放出（a）とリンゴ酸トランスポー
ター遺伝子の発現誘導(b) パネルａで
はリンゴ酸放出のタイムコースを、パネ

ルｂではリンゴ酸トランスポーター遺

伝子発現のタイムコースを示している。 
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この誘導的放出と遺伝子発現を Cd,Cu,Na,La,Erと低 pＨ処理で比較すると、放出に関し
ては Al 特異性が極めて高く、また遺伝子発現に関してもほぼ Al 特異的であることがわか
った（第 2図）。低 pＨ処理では遺伝子が若干誘導されることは、酸性土壌でストレスが共
存する点からも合目的な反応と考えられた。 
この AtALMT1 遺伝子の発現を介したリンゴ酸放出には、タンパク質のリン酸化を介した
シグナル伝達が関与すると考えられた。これは、タンパク質リン酸化阻害剤の添加実験か

らも裏付けられる。例えば、リンゴ酸放出はタンパク質リン酸化酵素阻害剤である

Staurosporine や脱リン酸化阻害剤の CalyclinA で阻害される（第３図）。効果のある阻害
剤のうち、2種は転写を阻害することから誘導時にはリン酸化リレーなどの一般的なシグナ
ル伝達が関与すると考えられる。一方、チャネルタンパク質の活性化にはリン酸化が関与

するという考え方があるが、シロイヌナズナでは確認することができなかった。例えば、

第４図に示した実験では、あらかじめ Al溶液で放出を誘導した後に、様々な条件の培地に
移しているが、阻害剤の影響を受けることはなかった（第４図）。これは、少なくともリン

酸化されたタンパク質が可逆的に不活性化されないことを意味している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２図 シロイヌナズナにおけるリンゴ酸放出（a）とリンゴ酸トランスポーター遺伝子
の発現のイオン特異性 (b) パネルａではリンゴ酸放出のイオン応答を、パネルｂでは
リンゴ酸トランスポーター遺伝子発現のイオン応答を示している。 
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３．１．３ AtALMT1発現の部位特異性 
 リンゴ酸トランスポーターの発現様式に関しては、現在のところ部位特異性に関する情

報がない。一方、Al の障害は根の先端に限られること（つまり、表皮細胞や成熟した組織
は耐性を持つということ）が知られている。また、コムギのリンゴ酸放出のシミュレーシ

第３図 リンゴ酸放出(a)と AtALMT1 発現(b)に対するタンパク質リン酸化、脱リン酸
化阻害剤の影響。ｂの結果より、シグナル伝達にはリン酸化が関与すると考えられる。

第４図 タンパク質リン酸化脱リン酸化阻害剤添加による、リンゴ酸放出活性化の可逆

性に関する検討。阻害剤を添加しても、活性状態を保つことは、チャネルがリン酸化に

よる活性調節を受けていないことを示唆する。 
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ョンでは表皮全体かリンゴ酸を放出するのではなく、根先端の細胞間隙から放出される場

合に、解毒作用とつりあうと予測されていた。そこで、AtALMT1 遺伝子のプロモーター
1.5Kb を GUS レポーターの上流に持つ遺伝子組換え体を作成してその発現部位を調べた。
未処理の場合根端でわずかに発現する状態であったが（第５図 A）、アルミニウム処理によ
り根端全体と側根、成熟した部位では内部で発現していることがわかった。これは、過去

のシミュレーションと一致するとともに、ユーカリの組換え体作成でも、根端などの限ら

れた空間でストレスに制御されるプロモーターを使用する必要があると結論した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．２ ユーカリの Al応答遺伝子の探索  
３．２．１ はじめに 
 これまでにユーカリの有機酸放出生理が Al応答性であることを見出している。ユーカリ
の場合にはシロイヌナズナとは異なりクエン酸を放出するが、誘導的であることからは、

クエン酸輸送タンパク質を誘導的に発現している可能性が高いと考えられる。また、根に

対するイオンストレスの耐性遺伝子をストレスに応答して発現誘導する遺伝子群の中から

特定できる可能性を示唆している。そこで、シロイヌナズナでの理論をもとに、有機酸ト

ランスポーター遺伝子を含め育種マーカーへの応用が期待できる、酸性土壌耐性に関わる

新規有用遺伝子のユーカリからの探索を行っている。 
 
３．２．２ Al処理ユーカリ根 ESTのインシリコハイブリダイゼーションと機能予測によ
るクエン酸輸送遺伝子候補の特定 
 3週間生育させたユーカリの根をアルミニウム0.5 mMを含む溶液でインキュベートする
と誘導的にクエン酸を放出する（第６図左）。そこで、遺伝子誘導を確実にするために、1 mM
の Al で処理した根から RNA を抽出して、定法に従って cDNA ライブラリーを作製した。
その後、アトランダムに選抜したクローンを Al処理区、コントロール処理区ともにおよそ
2700 クローンの DNA 配列を決定した。その出現頻度を第６図右に示す。この図で、Y 軸

第５図 シロイヌナズナにおけるリンゴ酸トランスポーター遺伝子の発現 ａコントロ

ール、ｂ－ｈ アルミニウムを処理した組織。生育している根端（ｂ）、側根（Ｃ）と、

成熟した根の内部（Ｄ）、（Ｅ）で発現している。地上部の発現はほとんど認められない

（Ｇ、Ｈ）。 
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方向に偏っているものが Al 処理により誘導されている遺伝子であることを意味している。
この、インシリコハイブリダイゼーション処理により、Al応答性 840遺伝子のリストを作
成した 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ところで、クエン酸輸送タンパク質は明らかに細胞膜結合性のタンパク質である。そこ

で、上記で作成したジーンリストのクローンを、１）膜結合性推定（SOSUI）、2）細胞膜
局在性の推定（PSORT）によりフィルタリングしたが、この際、推定の精度を向上させる
ために GENESデータベースに対して BlastX検索を行い、ゲノム配列から推定されるシロ
イヌナズナの相同性タンパク質配列を獲得して、その細胞内局在と細胞膜結合性も考慮し

た。この解析から、10個の候補遺伝子を獲得した。 
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第６図 ユーカリの Al 応答クエン酸放出（左）と EST ライブラリーにおける遺伝子の
出現頻度分布（右）。0.5 mM の Al 処理でユーカリは誘導的にクエン酸を放出する。誘
導を確実にするために、1 mMで処理した根から ESTライブラリーを作成したところ、
Al処理区にのみ存在するおよそ 800個のクローンに加えて、Al処理で優勢な遺伝子が存
在することが確認できた。 

 

SOSUIプログラムを用いて膜貫通領域を推定 (227遺伝子)

クエン酸輸送系遺伝子の候補として10遺伝子を選抜

候補遺伝子の選抜

BLAST-Xプログラムによる相同性検索

+Al処理時のみに高発現していると考えられる遺伝子群 (840遺伝子)

http://blast.genome.ad.jp/

http://sosui.proteome.bio.tuat.ac.jp/sosuimenu0.html

機能性、重複クローン数、膜貫通領域の数を考慮

第７図 ユーカリのクエン酸輸

送タンパク質推定スキーム。DNA
配列にシロイヌナズナにおける

相同性タンパク質の配列を加味

して、細胞膜局在タンパク質をコ

ードする遺伝子を推定した。 
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３．２．３ アソシエーション解析によるクエン酸輸送候補遺伝子のフィルタリング 
 これまでに、シロイヌナズナではリンゴ酸輸送タンパク質遺伝子が、Al に誘導されるだ
けではなく耐性品種（すなわちリンゴ酸放出能力が高い品種）で、その発現量が増加して

いることを突き止めている。このモデルをユーカリの候補遺伝子に適用して、クエン酸輸

送タンパク質遺伝子の絞込みを開始した。 
 先ず、根長を指標にして Camaldulensisの生態型（Provenance）の Al耐性のスクリー
ニングを行い、耐性程度が異なる 3系統を特定した。Degrey Riverは耐性度が低く、Petford
は耐性中程度、Morehead Riverは強耐性種であると判断した（第 8図）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 引き続き、10 遺伝子のうちでこれらの品種において転写レベルが異なる遺伝子（耐性の
ものほど発現レベルが高い遺伝子）を半定量 RT-PCR により検討した。解析途中ではある
が、クローンナンバー01-G13と 04－D14が耐性度と発現量に相関が認められた。 
 これらの遺伝子をふくめて、10 遺伝子をアルミニウム感受性であるシロイヌナズナ品種
Lerに導入した組換え体を作製した。 
 
３．３ 根特異的遺伝子発現制御システムの開発 
３．３．１ はじめに 
 本研究項目において目指していることは、根のストレス耐性を強化し養分吸収能力を向

上させることである。現在取り組んでいる、酸性土壌における Al害に対する耐性強化およ
び難溶性リン酸の利用能力の向上を目的とした、クエン酸放出は根においてのみ機能すれ

ばよい。また、クエン酸はエネルギー生産の重要な中間代謝産物であり、現在の組換え体

のように、CaMV35Sプロモーターによる遺伝子発現制御によって植物体全体で代謝バラン
スを改変することは、植物個体への負担があるものと予想される。したがって、根特異的

に遺伝子の発現を制御することで、CaMV35Sプロモーター制御による組換え体よりもより
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示している。 
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高い効果が期待できる。 
 目的とするプロモーターを獲得する過程において、解析対象プロモーター下流にマーカ

ー遺伝子（GFP 遺伝子や GUS 遺伝子など）を接続し、それを遺伝子導入した組換え植物
体を得て解析する必要がある。しかし、本研究において対象としているユーカリにおいて、

組換え体を作製し解析できる個体にまで再生させるには１年近い時間を必要とする。そこ

で、まず、短時間でこれらの評価を可能にする毛状根の形質転換実験系の構築を行った。

毛状根とは、植物に遺伝子を導入するための生物学的手法に用いられる Agrobacterium 
tumefaciensと同属である Agrobacterium rhizogenesが感染した組織から発生する病根で
ある。この毛状根は、通常の根とは異なるものであるが、その形態及び機能はほぼ維持さ

れているといわれている。また、構築した形質転換毛状根実験系を利用して、根特異的プ

ロモーターの単離を行った。 
 
３．３．２ ユーカリ形質転換毛状根作出系の検討 
 Diazら（Nature 338, 579-581 (1989)）の方法に従い、無菌的に維持しているユーカリ
多芽体に対してバイナリーベクターpGWB203:GFP－35S:GUSを導入したリゾゲネスの感
染を行った。除菌後、2 週間程度で茎部や葉部の各組織片から発根が確認され、GFP 蛍光
も観察された（第９図）。しかし、各組織から発生した毛状根の中の形質転換した毛状根、

つまり GFP 蛍光が観察できる毛状根の割合は 20%と低かった（第１０図）。そこで、毛状
根の形質転換率を上げるために、リゾゲネス懸濁液、共存培養培地、共存培養時間、共存

培養温度などの感染条件の検討を行った。その結果、形質転換率は 70％にまで上昇させる
ことに成功した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 結論及び今後の研究課題 
 本研究では、特にユーカリ植林地に広く分布する酸性土壌において問題となるリン酸欠

乏（低リン酸ストレス）と Al過剰をターゲットとし、それらのストレスに対する有効な耐
性形質と考えられるクエン酸放出能力の強化を目指している。クエン酸合成酵素（CS）過

発根開始 GFP

5mm

第９図 ユーカリ組織からの毛状根の発生

第１０図 毛状根の形質転換効率
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剰発現や NADP 特異的イソクエン酸脱水素酵素（ICDH）発現抑制といったクエン酸代謝
改変により、ユーカリの根からのクエン酸放出能力およびリン酸利用効率が向上され、酸

性土壌での生育が改善することを確認している。つまり、これら遺伝子組換え技術によっ

て酸性土壌が広がる南米のユーカリ栽培地での生育増大が期待できる。そこで、現地での

利用を目指した実用性の高い遺伝子組換えユーカリ作出するために、次年度において現地

栽培種への遺伝子導入に着手する。 
 シロイヌナズナのリンゴ酸放出を有機酸放出のモデル系として詳細に解析を進めたとこ

ろ、リンゴ酸代謝のみならずリンゴ酸輸送タンパク（リンゴ酸トランスポーター）の貢献

度が非常に大きいことが分かった。また、その遺伝子発現は伸長領域を含む根端に限定さ

れていることを明らかにした。これは、有機酸放出は炭素ロスという負の側面を有してお

り、それを最小限に抑えるために厳密な制御機構を有していると理解される。つまり、ク

エン酸トランスポーター遺伝子の獲得およびクエン酸放出能力強化遺伝子（群）の発現を

根（あるいは根端）に限定することが、クエン酸放出能力強化遺伝子組換えユーカリの産

業利用上重要と考えられる。クエン酸トランスポーター遺伝子の獲得について、ユーカリ

自身が Al 処理により該遺伝子を発現誘導していると推測される生理的データを得ている。
そこで、シロイヌナズナを用いたゲノム科学解析で積み上げてきた方法論に基づいて、ユ

ーカリの EST解析からの遺伝子特定に着手している。次年度においても研究を継続し、該
遺伝子の特定を目指す。もう一方の根特異的遺伝子発現システムについて、ユーカリにお

いて根特異的に遺伝子発現制御可能なプロモーターの単離を開始し、根端特異的に機能す

るプロモーターを取得した。次年度においては、本プロモーターを使用した場合の効果や

影響について、本年度構築した高効率ユーカリ毛状根形質転換系を利用して評価を進める。 
 
 
５ 参考文献、引用文献 
（１）参考文献 
小山博之：低リン酸耐性植物の分子生理学的メカニズムの解明と分子育種への応用．  
化学と生物 40:78-79. 2002 
小山博之：遺伝子組換えによる有機酸放出型酸性土壌耐性植物の作出．（総説）土肥 
誌 73:211-218 2002 

（２）引用文献 
特開 2004-248638 
Diaz et al. Nature 338: 579-581 (1989) 
Kihara et al. Plant Cell Physiol. 44: 901-908. (2003) 
Koyama et al. Journal of Bioscience and Bioengineering 99: 38-42 (2005) 
Koyama et al. Plant Biotec. 23 215-218 (2006) 
Suzuki et al. BioTechniques 34: 988-993 (2003) 
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Suzuki et al. BioTechniques 37: 542-544 (2004) 
 
６ 研究発表・講演、文献、特許等の状況 
（１）研究発表・講演 ９件 
国内会議 ９件 
１．シロイヌナズナの Al障害機構のトランスクリプトーム 澤木宣忠、櫻井望、柴田大
輔、小山博之 土壌肥料学会年会（平成１８年９月 秋田） 

２．シロイヌナズナ Al耐性 QTLの原因遺伝子 At1g08430の解析 伊藤広孝、小林佑理
子、原徹夫、小山博之 土壌肥料学会年会（平成１８年９月 秋田） 

３．シロイヌナズナのナチュラルバリエーションを用いた Al及び低 pH耐性機構の解析 
一家崇志、小林佑理子、澤木宣忠、小山博之 土壌肥料学会年会（平成１８年９月 

秋田） 
４．シロイヌナズナナチュラルバリエーションを利用したランタンストレスの遺伝学的

解析 小林佑理子、安田織人、木村和彦、一家崇志、長谷川真由美、小山博之 土

壌肥料学会年会（平成１８年９月 秋田） 
５．シロイヌナズナ Al 強誘導遺伝子群と Al 耐性の関連性 趙成日、小林佑理子、澤木

宣忠、小山博之 土壌肥料学会年会（平成１８年９月 秋田） 
６．Gouny-Chapman-Stern モデルを用いたシロイヌナズナのアルミニウムイオンスト
レスの解析 小林安文、原徹夫、小山博之 土壌肥料学会年会（平成１８年９月 秋

田） 
７．シロイヌナズナ有機酸代謝系の Al 応答のトランスクリプトーム解析 中島みどり、 

澤木宣忠、原徹夫、小山博之 土壌肥料学会年会（平成１８年９月 秋田） 
８．シロイヌナズナにおけるAl誘導リンゴ酸放出とリンゴ酸トランスポーターAtALMT1
遺伝子の関連性 小林佑理子、伊藤広孝、小山博之 第 40回日本無菌生物ノートバ
イオロジー学会総会 （平成１８年１月 横浜） 

９．毛状根を利用したユーカリ根の機能評価 加藤丈幸、木原智仁、木本真衣、北村智、

河津哲 日本植物生理学会年会 （平成１９年３月 愛媛） 
 
（２）文献発表 ５件 
１．Kihara T., Zhao C-R., Kobayashi Y., Takita E., Kawazu T. & Koyama H. Simple 

identification of transgenic Arabidopsis plants carrying a single copy of the 
integrated gene. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 70, 1780-1783 
(2006) 

２．HoekengaO.A., Maron L.G., Piñeros M.A., Cançado G.M.A., Shaff J., Kobayashi Y., 
Ryan P.R., Dong B., Delhaize E., Sasaki T., Matsumoto H., Yamamoto Y., Koyama 
H. and Kochian L.V. AtALMT1, which encodes a malate transporter, is identified 
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as one of several genes critical for aluminum tolerance in Arabidopsis. PNAS 103, 
9738-9743 (2006) 

３．Koyama T., Ono T., Shimizu M., Jinbo T., Mizuno R., Tomita K., Mitsukawa N., 
Kawazu T., Kimura T., Ohmiya K. and Sakka K. Promoter of Arabidopsis 
thaliana Phosphate Transporter Gene Drives Root-Specific Expression of 
Transgene in Rice. Journal of Bioscience and Bioengineering 99, 38–42. (2005) 

４．Koyama T., Kato N., Hibino T., Kawazu T., Kimura T. and Sakka K. Isolation and 
expression analysis of phosphate transporter genes from Eucalyptus 
camaldulensis. Plant Biotechnology 23, 215–218 (2006) 

５．小林佑理子・小原実広 植物栄養学研究へのゲノム科学のインパクト 6. 進歩する
QTL 研究―理論から農学への応用 日本土壌肥料学雑誌 第 77 巻 337-342 
(2006) 

 
（３）特許出願 ２件 
１．特願 2006-143994「クエン酸分泌能が強化された樹木およびその作出方法」 
２．特願 2007-077977「植物において根特異的に発現誘導するプロモーターおよびその
利用」 

 
（４）新聞発表 

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

 

B-1 樹木葉緑体へのラン藻 NADH:O2 oxidoreductase 遺伝子導入によるストレス耐性付与 

 
１．緒言 
 
植林による二酸化炭素固定は、経済的かつ環境負荷が低い方法として期待されるが、温

暖化抑制に寄与するには大規模な植林が必要であり，土地の確保が必須である。地球の全

地表面積の約 1/3～1/4 を占め，かつ他の土地利用との競合がなく，その大部分が未利用地
である乾燥地および半乾燥地を植林地として利用することが有望である。しかしながら，

乾燥地において植物は，必然的に乾燥，強光，塩集積などの外的要因によるストレス（環

境ストレス）に曝される。このような環境下において，植林樹木は光合成を行い，成長し，

バイオマス生産を行わなければ二酸化炭素吸収源としての機能は果たせない。また，生産

されたバイオマスを有効利用し，新たに植栽するというサイクルが回らなければ，植林に

よる永続的な二酸化炭素吸収は望めない。 
強光および乾燥による複合的ストレス環境下において、植物は気孔を閉鎖させることで

蒸散による水分の消耗を抑え、水分利用効率を上昇させている。しかしながら、長時間の

気孔コンダクタンスの減少は、葉内 CO2分圧の低下に伴う光合成 CO2固定酵素 Ribulose 
1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco)のカルボキシラーゼ活性を低下させ、
葉緑体の主要な電子シンクであるカルビン回路の機能低下を引き起こす。このように主要

な電子シンクを失った状況下では、光合成電子伝達系で生成される過剰な電子は、光化学

系における一重項酸素の生成、Mehler反応による光化学系Ⅰでの分子状酸素の還元による
スーパーオキシドの生成、不均化反応による過酸化水素などの活性酸素種の生成を誘導す

ることが知られている（Asada 1999）。Superoxide dismutase、Ascorbate peroxidase、
Peroxiredoxin等の活性酸素消去酵素により消去しきれなかった活性酸素種は、膜脂質の過
酸化、タンパク質、酵素の酸化失活により葉緑体に深刻なダメージを与える。日常的に複

合的ストレスが生じる乾燥未利用地等大規模緑化を実現するにあたり、葉緑体へのストレ

ス緩和機構の導入技術の開発は重要課題である。 
本課題では、ラン藻の NADH:O2 oxidoreductase (NOO)を葉緑体で発現させることで、
酸素から水への変換で光還元力を消費することにより活性酸素種の生成を回避し、植物へ

のストレス耐性能付与を試みる。(半)乾燥未利用地の大規模緑化を実現するにあたり、葉緑
体への複合ストレス緩和能力付与技術の開発は重要課題である。 
平成 1７年度、NOO 遺伝子を葉緑体ゲノム中に導入した T0 世代形質転換株の解析によ
り、NOO 導入による ATP 消費を伴わない光合成 linear electron flow (LEF)の増強が
non-photochemical quenching of chlorophyll fluorescence (NPQ)の増大に寄与する可能性
を示唆した。また、ホモプラストミック形質転換体（T1世代）種子を取得していることを
報告している。本年度は、ホモプラストミック形質転換体(T1 世代株)の野生株との光合成
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能比較解析を行い、昨年度得た解析結果の再現性について検証した。 
 

2．実験材料と方法 
2-1 実験材料 
 タバコ（Nicotiana tabacum cv. xanthi）野生株および NOO形質転換株（T1）2系統 no.12
および no.14 は、土植え栽培し、Hyponex による施肥により人工気象器内（光強度 1,000
μmol photons m-2 s-1、明期：暗期=16hr:8hr、25℃）において生育させた。 
 
2-2  PCR解析 
 野生株および形質転換株からの全 DNAの抽出は、約 100mgの葉を液体窒素で急速凍結
後、グラインダーで粉砕後、DNA抽出バッファー（0.3 M NaCl, 20 mM EDTA, 0.5%(w/v) 
SDS, 5M尿素、5%(w/v)フェノール）を加え、ボルテックスにより攪拌した。等量のフェノ
ール:クロロフォルム:イソアミルアルコール溶液（25:24:1）を加え攪拌した後、15,000 rpm、
5 分間の遠心分離により得られた水層に含まれる DNA をエタノール沈殿により回収した。
DNAの沈殿を 20μg/ml RNaseを含む TEバッファーに溶解し、PCRの鋳型 DNAとして
用いた。PCRは DNA polymeraseとして SpeedStar polymerase (TaKaRa BIO)を用いて
以下の 2組のプライマーセットを用いて行った。 
プ ラ イ マ ー セ ッ ト 1(NOO specific primers) ： 5’-CATATGTTCACTACCC 
CCCTCCCCCCCC-3’と 5’-GGATCCTTAGTAATAATTGCCGACTTTGC-3’、 
プ ラ イ マ ー セ ッ ト 2 ： 5’-AAGAGATCGTATTTAATTTTGCAGCAGTGG-3’ と
5’-ACCATCTTTCCATAGAGTTTTCTTGCCCCC-3’ 
反応後、増幅された DNA断片を 1％(w/v)アガロースゲル電気泳動に供し、分子量を確認し
た。 
 
2-3 ガス交換およびクロロフィル蛍光解析 
タバコ野生株および形質転換株のガス交換とクロロフィル蛍光同時解析は、Miyake ら

(2005)の測定条件を一部変更して行った。測定時の光強度を 1,500 µ mol photon m-2 s-1と

し、測定 CO2分圧を変化させることにより、葉内細胞間 CO2分圧(Ci)が 20 Paと 60 Paで
の光合成速度とクロロフィル蛍光パラメータを取得した。 
 
2-4 窒素定量 
 葉の窒素定量は、Miyakeら(2005)の報告を参照し、ケルダール法により行った。 
 
2-5 SDS-PAGEおよびWestern blot解析 
 同等の窒素含量を有する野生株および形質転換株のリーフディスクより、 
大腸菌で発現させたリコンビナント NOOタンパク質を抗原に用い、ウサギに免疫すること
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により、抗 NOO 抗体を作製した。葉タンパク質の可溶性画分および不溶性画分の調製は、
Yamamotoら(2006)の方法に従った。 
 
3．結果と考察 
3-1 NOO遺伝子導入ホモプラストミック形質転換タバコ(T1)の取得 
昨年度、ラン藻 Synechocystis sp. PCC 6803由来の NADH:O2 oxidoreductase (NOO)

の ORFと psbAプロモーターから構成されるキメラ遺伝子を、葉緑体形質転換によりタバ
コ葉緑体ゲノムへ導入したことを報告している。得られた T1世代の NOO形質転換株にお
いて、葉緑体ゲノム全コピーに NOO 遺伝子が導入されていることを確認するために、全
DNAを鋳型とした PCR解析により検討した(図 1)。その結果、NOO遺伝子を特異的に増
幅するプライマーセット１による PCRにより、約 1.7 kbの DNA断片の増幅が NOO形質
転換株 no.12, no.14においてのみ確認され、両系統において NOO遺伝子の導入が確認され
た。また、プライマーセット 2 による解析により、形質転換株において野生型の葉緑体ゲ
ノムの存在はほとんど確認されず、ホモプラストミックであることが確認された。 

 
3-2 NOO遺伝子導入形質転換株の光合成解析 
上記、NOO遺伝子導入形質転換株(T1世代)と野生株について、ガス交換、クロロフィル

蛍光の同時解析を行い、葉緑体での NOO発現が光合成に影響を与えるかどうか検討した。 
その結果、葉窒素量に対する CO2律速（Ci=20 Pa）および CO2飽和（Ci＞60 Pa）条件
での光合成 CO2固定速度の相関関係に、野生株と NOO 形質転換株間で有意差は確認され
なかった(図 2)。また葉窒素量に対する全クロロフィル量に関しても同様であり(図 3)、今回
の測定条件下において、光合成に対する NOO遺伝子導入の影響は確認されなかった。 
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昨年度、T0 世代形質転換株の解析により、光合成が抑制される条件下、NOO 導入が光
合成電子伝達 linear electron flow (LEF)の増強に寄与し、NPQ増大に貢献する可能性を示
唆するデータを示した。今回、T1世代 NOO形質転換株においても同様な結果が得られる
かどうか検討した。LEFと NPQの相関関係に関して検討したところ、野生株と NOO形質
転換株の間に有意差は確認されず、上記の NOO導入の有効性を示す結果の再現できなかっ
た(図 4)。 

3-3 NOO遺伝子発現解析 
上記の結果を受け、NOO形質転換体の葉緑体での NOOタンパク質の発現および蓄積に関
して、葉タンパク質画分の SDS-PAGEおよび抗 NOO抗体によるWestern blotにより検討
したところ、SDS-PAGE において NOO タンパク質に相当する分子量を有するタンパク質
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の蓄積は確認できず、またWestern blotにおいても NOOタンパク質の発現は確認されな
かった。現在までに、葉緑体での NOO発現を抑制する原因（転写レベル、翻訳レベル、翻
訳後レベルでの制御）を明らかにできていない。 
 以上の結果から、NOO遺伝子導入は可能であるが NOOタンパク質の発現には至ってい
ない。現在、再度 NOO遺伝子の導入を行い、NOOを発現する形質転換体の取得を試みて
いる。 
 
文献 
Asada, K.（1999）The water-water cycle in chloroplasts: scavenging of active oxygens and 
dissipation of excess photons. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol Biol.; 50:601-639. 
 
Miyake C, Horiguchi S, Makino A, Shinzaki Y, Yamamoto H and Tomizawa KI (2005) 
Effects of light intensity on cyclic electron flow around PSI and its relationship to 
non-photochemical quenching of Chl fluorescence in tobacco leaves. Plant Cell Physiol 
46: 1819-1830. 
 
Yamamoto H, Kato H, Shinzaki Y, Horiguchi S, Shikanai T, Hase T, Endo T, Nishioka M, 
Makino A, Tomizawa KI and Miyake C (2006) Ferredoxin limits cyclic electron flow 
around PSI (CEF-PSI) in higher plants-Stimulation of CEF-PSI enhances 
non-photochemical quenching of Chl fluorescence in transplastomic tobacco- Plant Cell 
Physiol. 47: 1355-1371. 
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B-2 植物の熱散逸能増強を目的とした葉緑体フェレドキシン遺伝子(AtFd2)過剰発現する

シロイヌナズナの解析 

 
１．緒言 
大規模 CO2固定プロジェクト(二酸化炭素大規模固定化技術開発)において、植生面積の拡
大による大気 CO2固定の促進を目的として、半乾燥地を代表とする生育不良地の緑化を可

能とする環境ストレス耐性樹木の作出に取り組んでいる。これまでに環境ストレス耐性付

与の基盤技術開発として、従来、植物が有するストレス緩和機構の 1 つである過剰な光エ
ネルギーを熱に変換し消費することで、活性酸素種の生成を抑制する熱散逸プロセスの人

為的増強を試みている。現在までに、モデル植物であるタバコを解析対象とし、葉緑体に

おけるシロイヌナズナ由来のフェレドキシン(AtFd2)の過剰発現が、光化学系 I循環的電子
伝達活性を増強し、その結果 Non-photochemical quenching(NPQ:過剰光エネルギーの熱
散逸)を増大させることを明らかにしている。しかしながら、熱散逸プロセスに関わる分子
メカニズム、構成因子の全貌は、未だ明らかではない。 
 今回、全遺伝子情報が既に明らかになり、RITE植物グループにおいても遺伝学的手法に
よる変異遺伝子同定法が確立されているモデル植物シロイヌナズナを対象とし、フェレド

キシン遺伝子過剰発現・発現抑制形質転換体の作出を行った。同形質転換体の解析は、上

記のストレス緩和メカニズムの理解と、さらなる増強因子の同定に寄与することが予想さ

れる。 
  
2. 結果 
バイナリーベクターpBI121 の CaMV-35S プロモーターの下流に位置するマルチクロー

ニングサイトに、シロイヌナズナフェレドキシン 2 (AtFd2)をコードする cDNAをセンス方
向、またはアンチセンス方向にクローニングし、AtFd2 過剰発現用（センスコンストラク
ト）および発現抑制用(アンチセンスコンストラクト)バイナリーベクター2種を構築し、タ
カラバイオにおいて、アグロバクテリウムを形質転換した。PCR 法によりアグロバクテリ
ウムが上記バイナリーベクターを保持していることを確認した後、2種の形質転換バクテリ
ウムを、in planta改変法によりシロイヌナズナ(エコタイプ:コロンビア)9株にそれぞれ感
染させた(図 1)。 
 アグロバクテリウムを感染させたシロイヌナズナより得られた種子を用いた抗生物質カ

ナマイシンを含む寒天培地による形質転換体候補選抜と、PCR 法によるカナマイシン耐性
付与遺伝子の核ゲノムへの導入確認により、合計 28ラインの独立した Sense-AtFd2 cDNA
導入形質転換体を取得し、T2世代の種子の取得に成功している。 
現在、得られた形質転換体に関して、クロロフィル蛍光解析を進め、AtFd2 の過剰発現
がシロイヌナズナにおいても熱散逸増大に寄与するかどうか検証すると共に、ガス交換解

析による光合成解析を進めている。 
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図 1．センスコンストラクトを有するアグロバクテリウムを、in planta法により感染さ
せたシロイヌナズナ 
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B-3  強光・乾燥ストレス耐性能付与を目的に作出された形質転換植物のストレス耐性能

評価 

 
1. 緒言 
一般的に、植物は乾燥にさらされると気孔を閉じる。その結果、余剰な還元力が蓄積し、

有害な活性酸素種が生成することで、植物を枯死に至らしめるといわれる。我々の研究グ

ループでは、葉緑体形質転換技術を駆使し、活性酸素種の生成抑制機能を強化した形質転

換植物の作出を試みている。 
アスコルビン酸ペルオキシダーゼ（APX）は、アスコルビン酸を基質として、有毒な過酸
化水素を無害な水に変換する酵素である。しかし、高等植物の葉緑体 APXは、アスコルビ
ン酸の供給が追いつかない場合に、過酸化水素によって、失活してしまうという欠点があ

る（Miyake and Asada 1996）。一方、高等植物の葉緑体 APXとは異なり、紅藻類 Galdieria 
partita 由来の APX は、このような失活を受けないという特徴がある。そこで、活性酸素
消去能を強化するため、Galdieria partita由来 APXを導入した形質転換タバコ（Galdieria 
APX導入タバコ）が作出された（Miyake et al. 2006）。 
葉緑体チラコイド膜には、フェレドキシン（Fd）と呼ばれるタンパク質が存在する。Fdは、
光合成案反応のための還元力（NADPH）の生成や、チラコイド膜におけるサイクリック電
子伝達経路のメディエーターとして機能することが知られている。  
葉緑体には、過剰な光を熱として散逸する経路（熱散逸経路）が存在し、ストレス環境下

では、このような経路が働くことで、活性酸素の生成を抑制するといわれている。近年、

サイクリック電子伝達経路は、チラコイド膜におけるプロトン濃度勾配の生成を介し、こ

のような熱散逸経路に大きく寄与していることが明らかになった（Munekage et al. 2002; 
Miyake et al. 2005）。このようなサイクリック電子伝達経路の強化を目的に、Fdを導入し、
過剰発現させた形質転換タバコ(Fd 導入過剰発現タバコ)が作出された。 Fd 導入過剰発現
タバコは、気孔が閉じたときのような、葉内 CO2濃度が低くなる状況下において、熱散逸

の指標に近い Non-Photochemical-Quenching(NPQ)が上昇することが確認されている
（Yamamoto et al. 2006）。 
本研究は、活性酸素の生成抑制機能の強化を目的に作出された、以上の２種類の形質転換

タバコ（Galdieria APX導入タバコと Fd導入過剰発現タバコ）の乾燥ストレス耐性能を評
価することが目的である。 
そこで、まず、ポット植えにした野生型のタバコを材料に、水遣りの停止、及び再灌水に

伴う光合成能力（＝葉面積あたりの最大純光合成速度）の変化を追跡する事とした。さら

に、水遣りを停止する期間を様々に調節し、再灌水後の光合成能力の回復の程度を指標と

した、ストレス耐性能の評価系を作成した。その後、この評価系をもとに、これら 2 種の
形質転換タバコのストレス耐性能の評価をする事とした。 
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2．材料と方法 
 
2-1:植物育成条件 
材料は、野生型タバコ（Nicotiana tabacum cv. Xanthi.）、Galdieria APX導入タバコ、Fd
導入過剰発現タバコを用いた。500 mLのビニルポットに種子を播種した。プラスチック製
のバット１つにつき、6つのポットを並べて置いた。 
これらのバットは、一定環境条件に設定したグロースチャンバー内で、約 300µmol m-2 s-1

の光合成有効放射（PAR）下に置き、芽生えが確認されるまで、十分な灌水を行った。そ
の後、PAR 約 1000µmol m-2 s-1の光照射下に、バットを移した。週 3 回、およそ 2 Ｌの
1000 倍希釈 Hyponex をバットに注ぎ、十分な灌水のもとで生育させた。明期は 16h、暗
期は 8hに設定した。また、グロースチャンバーの温度は明期で 25℃、暗期で 22 ℃、相対
湿度は明期で 60%、暗期で 50%に設定した。乾燥ストレスは、水遣りを停止することで与
えた。また、一定の期間放置した後、十分な量の 1000倍希釈Hyponexをバットに注いで、
再灌水し、土壌水分含量を回復させた。 
 
2-2:光合成速度、窒素量、Rubisco量、クロロフィル量の測定 
 PAR 約 1000µmol m-2 s-1の光照射下に移した後、根際から茎頂までの高さがおよそ 15 
cmになるまで、上記の条件下で生育させた。植物個体をグロースチャンバー内から、研究
室内に移し、携帯式 CO2/H2Oガス交換測定装置（LI-6400, Li-Cor, Lincoln, NE, USA）を
用いて光合成測定を行った。測定用照射光源は、赤色・青色混合 LEDを用いた。葉と大気
との飽差が 1.3 kPa以下、サンプルセル内の CO2濃度が 360 ppm、葉温が 25℃、光強度が
1000µmol m-2 s-1の条件下で、光合成測定を行った。光照射後、葉面積あたりの純光合成速

度が安定する、およそ 20分後にデータを記録した。この条件の下で測定した純光合成速度
の値を光合成能力と呼ぶ事にした。 
 野生型のタバコに関しては、光合成測定後にリーフパンチによって、リーフディスクを

採取した。ケルダール法によって、葉面積あたり窒素量を求め（スーパーケル 1400、アク
タック株式会社、東京）、アクリルアミドゲル電気泳動法により、牛血清アルブミンをスタ

ンダードとして、葉面積あたりの Rubisco 量を推定した。また、ジメチルホルムアミドに
よって、リーフディスクのクロロフィルを抽出し、葉面積あたりのクロロフィル（Chl）量
及びクロロフィル a:b比を求めた（Porra et al. 1989）。 
 
3．結果と考察 
 
3-1：野生型タバコを用いた乾燥ストレス耐性の評価系の構築 
本研究では、まず、ポット植えにした野生型のタバコを材料に、水遣りの停止、及び再灌

水に伴う光合成能力の変化を追跡した（図１）。さらに、水遣りを停止する期間を様々に調
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節し、再灌水後の光合成能力の回復の程度を指標とした、ストレス耐性能の評価系を作成

した。 
この結果、光合成能力が 0になってから、5日後に再灌水させると、光合成能力は最初の半
分程度までしか回復しない事がわかった。さらに、光合成能力が 0 になった期間が長くな
るほど、再灌水後の回復の程度が悪くなることがわかった。 
乾燥ストレスを与える前の葉と、乾燥ストレスを与えてから再灌水した後の葉について、

窒素量、Rubisco量、Chl量を比較した(図 2)。乾燥ストレスを与える期間が長くなるほど、
Rubisco量、Chl量は減少する傾向がみられた。一方、窒素量には大きな違いはみられなか
った。これらの結果は、乾燥ストレスをかけると、光合成のコンポーネントが破壊され、

若い葉の成長が開始されるまでの間は、アミノ酸などの形で葉に留まっていることを示し

ているのかもしれない。 
また、Chl a:bは、乾燥ストレスを受けると低下し、乾燥ストレスを与える期間にはよらず、
ほぼ一定の値を示した。この結果は、乾燥ストレスによって、クロロフィル b をより多く
もつ光化学系 IIに対して、クロロフィル aを多くもつ光化学系 Iの割合が少なくなってい
ることを示している。つまり、乾燥ストレスによって、まず光化学系Ｉがダメージを受け

ている事を示唆する。一般的に、弱光で成育させた植物を強光にさらすような処理を施す

と、まずは、光化学系 II が破壊されるといわれる。乾燥ストレスによって、光化学系Ｉと
光化学系 IIのどちらが先に破壊されるのか、改めて検証する必要があるのかもしれない。 
 
3-2:本評価系を用いた形質転換タバコと野生株との乾燥ストレス耐性能の比較 
野生型タバコで作成した評価系をもとに、Galdieria APX導入タバコ、及び、Fd導入過剰
発現タバコと野生型とを比較した。土壌水分含量の減少に伴う光合成能力の減少の仕方は、

これら 3種のタバコで大きな違いはみられなかった(図 3)。同様に、再灌水後の光合成能力
の回復の程度にも大きな違いはみられなかった。今回作成した評価系から判断すると、作

出した２種類の形質転換体に大きな乾燥ストレス耐性はないことを意味する。しかし、今

回の結果は、あくまでも個葉レベルでの評価であり、個体レベルでの評価ではない。現在、

個体レベルでの乾燥ストレス耐性能を評価するため、乾燥ストレスをかけた際の生残率の

評価を行っている段階である。 
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図１：野生型タバコにおける乾燥ス

トレスと再灌水に伴う光合成能力の

変化。0 日目は、土壌が完全に湿っ
た状態であり、それ以降、灌水を停

止して、乾燥ストレスを与えた。矢

印は再灌水した日を示す。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2：乾燥ストレス処理前の葉（Control）、及び、乾燥ストレス処理を行い、再灌水した後
の葉（S0, S3, S5）における、(A)窒素量、(B)Rubisco量、（C）Chl量、(D) Chl a:b 比の値。
S0; 乾燥処理を施し、光合成能力が 0になってからすぐに再灌水した個体の葉。S3; 乾燥処
理を施し、光合成能力が 0 になって 3 日後に再灌水した個体の葉。S5; 乾燥処理を施し、
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光合成能力が 0になって 5日後に再灌水した個体の葉。窒素量、Rubisco量、Chl量は、葉
面積ベースで表している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３：Galdieria APX導入タバコ（○）、Fd導入過剰発現タバコ（△）、野生株（●）におけ
る土壌の乾燥及び、再灌水による光合成能力の変化。0日目は土壌が完全に湿った状態であ
り、それ以降、灌水を停止し、乾燥ストレスを与えた。矢印は再灌水した日を示す。 
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B-4  水分子制御による複合ストレス耐性に関する基盤技術研究 

 
要約 
 ユーカリの成長性、水利用効率等を高めることを目的に、ユーカリにダイコン由来のア

クアポリンを導入し、具体的な効果を検証することを研究課題とした。細胞膜型アクアポ

リン PIP1 あるいは PIP2 遺伝子を導入したユーカリでは苗木の成長性 10～20％高くなっ
ており、十分な潅水条件であれば遺伝子導入の有効性が認められた。しかし、乾燥耐性が

低下している可能性もあり、この点を生化学的な手法を用いて解析した。アクアポリン遺

伝子 PIP1;1および PIP2;2を導入したユーカリ苗木を対象に、PIPタンパク質量、乾燥条
件で生育させたときの成長性と水利用効率（気孔閉口率）を分析したところ、乾燥条件で

も成長性を維持し、水利用効率の高いラインを見出すことができた。遺伝子改変による優

良樹ラインの開発の可能性が見出せたと判断している。 
 アクアポリンの機能開拓として、シロイヌナズナの SIPと NIPサブファミリーの解析を
進めた。本年度は高発現型 NIP に焦点をあて、NIP5;1 は細胞膜に局在するが、NIP1;1、 
NIP1;2、 NIP6;1 は小胞体膜に局在し、水チャネル機能が殆どない、あるいは極めて小さ
いことを明らかにした。NIP1 型と NIP6;1 は細胞特異性が明確に異なる。NIP1 型は根端
や若い葉の成長域、葉のトライコームで発現する。一方、NIP6;1は根と茎の維管束、葉脈
に発現しており、個体全体の流通経路上で水以外の物質を透過している可能性が高いと判

断される。具体的な生理機能は、現在進行中の多重遺伝子破壊株の表現型解析の結果が大

きなヒントを与えるものと考えられる。 
 
   Water channel aquaporins occurs in multiple isoforms and are distributed in plasma, 
vacuolar and ER membranes of plant cells. We estimate that quantities and special 
distribution of aquaporins are key factors, which determine the rate and pathway of 
water flow in plant tissues. The water flow is essential for efficient circulation of 
nutrients, oxygen, carbon dioxide, and phytohormones. Thus, we introduced genes for 
radish plasma membrane aquaporins, PIP1 and PIP2, into eucalyptus trees to 
stimulate the growth rate and water-stress tolerance. Eucalyptus trees expressing PIP1 
and PIP2 grew well compared with wild type trees. We investigated the growth and 
drought tolerance of these mutant trees and found that the a few lines of the trees 
expressing PIP2 grew well under drought conditions, suggesting these lines acquire 
relatively high drought tolerance.   
   The second subject is to find applicable new function of plant aquaporins. In this 
study, we determined the ER localization of three members of NIP (nodulin-like 
membrane intrinsic protein) subfamily and their cell-specific expression, such as leaf 
vain and root tip. NIP1;1, NIP1;2 and NIP6;1 have low water channel activity. These 
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new members of plant aquaporins are expected to have tissue specific physiological 
roles, such as transport of several essential small molecules.   
 
１．緒 言 
 樹木を含む植物には多様なアクアポリン（水チャネル）が存在し、膜における水の流れ

の量と速さを司っている。生体膜における水透過率を決定するアクアポリンは、その量と

組織または細胞における空間分布が植物固体における水の流路と流量を規定する、と容易

に想像されるところである。道管と篩管から成るメイン経路における水流だけではなく、

根系から道管への水の流れ、道管から各組織への流れ、各柔組織内における流れ、道管系

から篩管への流れ、そして葉組織における気孔空洞（呼吸腔）への水分の流れがあり、そ

れぞれにアクアポリンの役割は極めて大きいと考えられる。組織の隅々を流れる水は O2、 
CO2 の他、栄養成分、代謝産物、情報シグナルも含めた成分を含んでおり、植物の生命を

維持し成長を支えている（図 1参照）。さらに、細胞膜型アクアポリンの一種は CO2分子を

輸送するとの結果が報告されている。したがって植物における光合成あるいは各組織にお

ける CO2の排除に関わる可能性が高い。 
 本研究ではこの視点で、ユーカリ樹木におけるアクアポリンの知見を得、アクアポリン

強化植物での生理形質の解析を目的としている。ユーカリには様々な樹種が存在し乾燥耐

性等生理的特性が異なる。この点に注目し各樹種のアクアポリン蓄積量と乾燥耐性の間に

相関性があるかを検討した。さらに本研究の主題であるアクアポリン遺伝子組換えユーカ

リの苗をサンプルとし、成長性、成長性、乾燥耐性への効果に関する評価を実施した。 
 同時に、モデル植物（シロイヌナズナ）におけるアクアポリンの基盤的知見を集積する

ことも、研究の両輪として位置づけている。植物アクアポリンは細胞膜型（PIP）、液胞膜
型（TIP）、NIP（根粒菌包膜タンパク質 NOD26類縁タイプ）、そして SIPに分類される。
PIP と TIP については、水チャネルとしての機能、CO2透過など、生理学的機能が解き明

かされている分子種が多い。一方、PIP、SIPの中で機能が特定されたのはごく一部である。
そこで、本年度はアクアポリンの多様な特性と機能を、ユーカリ育種に応用することを念

頭に、SIPおよび NIPの基盤的知見を得るための実験も推進し、それぞれがユニークな特
性をもつことを明らかにできた。 本研究は、

ユーカリの成長性を促進し、ストレス耐性を付

与することが大きな目標である。そこで、アク

アポリン以外にも、効果の期待できる膜輸送系

分子として液胞膜H+輸送性ピロホスファターゼ

（V-PPase）、無機イオン輸送体も研究対象して
いる。本報告では、とくにアクアポリンに焦点

をおき今年度の成果を報告する。 
図１ 植物における水の流れの模式図 
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２．実験材料および方法 
２.１ ユーカリへのアクアポリン遺伝子の導入と組換え株の解析 
 水チャネル機能の検定の済んだダイコンの細胞膜型アクアポリンの中から PIP1;1 と
PIP2;2 を選び、ユーカリに遺伝子導入した。それぞれの cDNA を Ti プラスミドに入れた
後、Agrobacterium tumefaciens (strain EHA101)に導入し、導入遺伝子の有無を確認した。
これれらの遺伝子をユーカリカルス細胞に導入し、植物個体を選抜した。PIP1;1 および
PIP2;2 遺伝子導入の選抜個体の複数のラインについて、成長度（樹高等）を測定し、アク
アポリンタンパク質の蓄積量を免疫化学的に測定した。さらに、乾燥ストレスを与えた場

合の成長度、アクアポリンタンパク質量、炭素安定同位体を利用した水利用効率（気孔閉

口率）の測定を実施し、乾燥耐性を評価した。なお、炭素安定同位体利用の水効率測定は、

京都工芸繊維大学の半場祐子助教授の協力のもとに実施した。 
 
２．２ シロイヌナズナの NIPメンバーの発現、局在、機能に関する実験 
 シロイヌナズナ NIPサブファミリーは９種の分子種を含むが、個々の細胞内局在も機能
も不明な部分が多い。昨年度は NIP2;1と NIP3;1の２分子種に焦点を絞り、解析を終えた
ので、今年度は、遺伝子発現量の多い NIP1;1、 NIP1;2、 NIP5;1、 NIP6;1 に焦点を当
て、それぞれ、GFP との融合タンパク質遺伝子を作製してシロイヌナズナ培養細胞に発現
させて細胞内局在を形態解析した。さらに NIPプロモーター::GUS法により、遺伝子発現
の細胞特異性を精査した。加えて、酵母異種発現システムとストップドフロー光散乱法に

より、各分子種の水チャネル活性を測定した。 
 
２．３ シロイヌナズナの SIPおよび NIPメンバーの多重遺伝子破壊株の作製 
 生理的機能不明の遺伝子産物の植物体での役割を明らかにする上で、その遺伝子破壊株

の表現型を観察することは有用な方法である。これまで、SIPおよび NIPの個別遺伝子の
T-DNA挿入遺伝子破壊株の表現型を種々の条件で観察したが、明瞭は特徴を検出すること
はできなかった。そこで、SIPあるいは NIP関連分子種の２つを同時に欠失した二重遺伝
子破壊株の調製を進めた。数世代を育てつつ種子の検定を進めた。 
 
３． 実験結果および考察 
３．１ ユーカリへのアクアポリン遺伝子の導入と組換え株の解析 
 PIP1;1および PIP2;2を過剰発現させたユーカリ、それぞれ 11株、15株の苗について、
地上高（樹高）をマーカーとして成長度を解析した。その結果、60 日目ではわずかな成長
促進がみられ、90 日目には統計的に有為な高成長が観察された。とくに水チャネル機能の
高い PIP2;2 を導入した組換え株は、60 日目でも成長が 10％、90 日目では 20％促進され
ており、アクアポリン２種で効果に差のあることが明らかになった（図２）。 



 79

 上記の結果は、十分な潅水条件での生育させたケースでの分析である。そこで乾燥耐性

に関する特性についても、次の実験を実施し解析した。すなわち、PIP1;1、PIP2;2を導入
したユーカリを、毎日潅水、３日おきに潅水、６日おきに潅水と、乾燥条件を変えて生育

させ、PIPタンパク質の量、成長性、そして炭素安定同位体を用いた水利用効率（気孔閉口
率）を測定した。同一 DNAを導入しても、植物体のどの位置に挿入されているかは、遺伝
子組換え体により異なる。本実験は、その差を詳細に検討したことになる。多数のライン

の中で、PIP2;1 を導入した株の一つは、乾燥条件でも成長性を維持しつつ、水利用効率が
高い、すなわち乾燥耐性の高い特性を

備えていることを見出した。これは、

水チャネル機能をもつ PIP2;1 の遺伝
子導入が乾燥耐性増強に有効である

ことを示唆している。しかし、今年度

の実験は調査個体数が限られており、

挿し木によってクローン株を増やし

統計的に検証可能な分析を進める必

要がある。今年度後半には挿し木増殖

の計画も進めた。                   図２ PIP1および PIP2導入ユーカリの生長への影響 
（60日目および 90日目の樹高による評価）  

 
３．２ シロイヌナズナの NIPサブファミリーメンバーの発現、局在、機能に関する実験 
 機能未知な点の多い NIP サブファミリーメンバーについて、樹木生育上の有用性を検索
することを目的に、NIP1;1、 NIP1;2、 NIP5;1、 NIP6;1について分析した。これら４種
は、図３に示すように、NIPメンバー９種の中で、mRNA量が多い、すなわち発現レベル
の高い分子種である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   図３ シロイヌナズナ実生における NIP分子種のｍＲＮＡ量（半定量 PCR法） 
  
NIP 各分子種の遺伝子が、植物体のどの細胞で発現しているのかを明らかにする目的で、
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NIP各遺伝子のプロモーター領域をGUS遺伝子に連結しシロイヌナズナに導入し、生育後、
GUS 染色法により発現細胞を観察した。その特徴の一部を挙げるとすれば、NIP1;1 およ
び NIP1;2は若い葉全体、トライコーム基部、根端部分（伸長域）で発現し（図４）、NIP6;1
は若い葉の葉脈とその周辺細胞、成熟葉の葉脈、主根の中心柱、側根基部で発現し、細胞

特異性が明らかになった。 
 
図４ シロイヌナズナ NIP1;2 の葉

および根での発現特性  

NIP1;2の遺伝子発現特異性をプロモ

ーターGUS法により解析した。 
 
 

 
 NIP 各分子種が細胞内のどの膜に局在するのかを明らかにすることは、生理機能を理解
する鍵となる。そこで、NIP 各 DNA を GFP（緑色蛍光タンパク質）の DNA と連結した
コンストラクトを作製し、培養細胞で発現させ、それぞれ数十個の細胞について細胞内局

在を形態観察した（図５）。NIP1;1、 NIP1;2 そして NIP6;1 はいずれも小胞体（ER）膜
マーカーと同様の局在パターンを示した。すなわち、これら３分子種は ER膜に局在するこ
とが明らかとなった。なお、細胞膜でのホウ素輸送に関与すると報告されている NIP5;1は、
本実験でも細胞膜局在が確認されており、実験系も検証された。上述のように、NIP1;1と
NIP1;2 は若い葉、トライコーム、根端に発現し、NIP6;1 は葉脈、根の中心柱で発現して
おり、こうした細胞に特徴的な機能と、その細胞内の ERの特異的な機能との関連を明らか
にする必要がある。今後は輸送基質の特定が急務であり、一連の解析を通して、ユーカリ

の育種に有効性のある機能を見出したい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図５ NIP1;1、 NIP1;2、 NIP6;1の細胞内局在解析 各分子種を GFPとの融合タン

パク質としてシロイヌナズナ培養細胞で発現し、共焦点レーザー顕微鏡で形態観察し

た。Sec22は ER指標タンパク質である。 
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３．３ シロイヌナズナの SIPおよび NIPサブファミリーメンバーの多重遺伝子破壊株の
表現型 
 それぞれの単独遺伝子破壊株では、種々の条件で生育しても明瞭な表現型は観察されな

かった。そこで、SIPあるいは NIP関連分子種の２つを同時に欠失した二重遺伝子破壊株
の調製を進めた。現在、F2世代の種子を得た段階であり、表現型の解析は、これらの種子
を育て、遺伝子破壊を確認後に実施できる。すくなくとも SIP 遺伝子については、同一染
色体上の大きく離れた座に存在するので交配における組換え率も高いと予想され、二重破

壊株が得られる確立が高いと考えている。表現型解析を機能解明の大きな糸口としたい。 
 

４．結論および今後の研究課題 
４．１ 結論 
 ユーカリの成長性、水利用効率等を高めることを目的に、ユーカリにダイコン由来のア

クアポリンを導入することを研究目的の柱の１つとしている。細胞膜型アクアポリン PIP1
あるいは PIP2 遺伝子を導入したユーカリでは苗木の成長性 10～20％高くなっており、十
分な潅水条件であれば遺伝子導入の有効性が認められた。しかし、乾燥耐性が低下してい

る可能性もあり、この点を生化学的な手法を用いて解析した。アクアポリン遺伝子 PIP1;1
および PIP2;2を導入したユーカリ苗木を対象に、PIPタンパク質量、乾燥条件で生育させ
たときの成長性と水利用効率（気孔閉口率）を分析したところ、乾燥条件でも成長性を維

持し、水利用効率の高いラインを見出すことができた。遺伝子改変による優良樹ラインの

開発の可能性が見出せたと判断している。 
 アクアポリンの機能開拓として、シロイヌナズナの SIPと NIPサブファミリーの解析を
進めた。本年度は高発現型 NIP に焦点をあて、NIP5;1 は細胞膜に局在するが、NIP1;1、 
NIP1;2、 NIP6;1 は小胞体膜に局在し、水チャネル機能が殆どない、あるいは極めて小さ
いことを明らかにした。NIP1型と NIP6は細胞特異性が明確に異なる。NIP1型は根端や
若い葉の成長域、葉のトライコームで発現する。一方、NIP6;1は根と茎の維管束、葉脈に
発現しており、個体全体の流通経路上で水以外の物質を透過している可能性が高いと判断

される。具体的な生理機能は、現在進行中の多重遺伝子破壊株の表現型解析の結果が大き

なヒントを与えるものと考えられる。 
 
４．２ 今後の研究課題 
（1）アクアポリン PIP遺伝子を導入した形質転換ユーカリ、とくに PIP2;2を導入し、成
長性、水利用効率において顕著な効果の見られたラインを中心に、挿し木法でクローン

株を増産し、十分な潅水と乾燥生育条件の両面において、統計的検証に耐えうる分析（樹

高、葉数、葉面積、炭素安定同位体指標での水利用効率）を進め、本プロジェクトとし

ての最終結論を導き出す。可能であれば、苗木のみでなく、２～６年後の成長木での特

性も継続して解析する。 
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（2）ユーカリ本来のアクアポリンおよび各組織由来の細胞膜の水透過率の解析を進める。
ユーカリ ESTライブラリーが充実してきているので、ユーカリ内在性のアクアポリン
分子について、シロイヌナズナの分子種との関連性を明らかにし、将来における発展の

基礎とする。 
（3）ダイコンおよびシロイヌナズナをモデル植物とし、SIPおよび NIPの個別分子種の生
理機能を明確にするため、それぞれのサブグループ内での多重遺伝子破壊株、あるいは

多重遺伝子ノックアウト株を作製し、表現型、とくに成長性、乾燥耐性、形態、細胞内

構造における特徴を分析する。水以外の輸送機質の可能性もさぐる。これはアクアポリ

ンの新たな機能を明確にする意味をもつ。効果が期待できれば、将来においてユーカリ

への遺伝子導入を検討する。 
（4）樹木成長性に関与すると期待される液胞膜 H+ポンプについては、アミノ酸置換法に

よる高機能型分子の作出を完了させ、樹木への遺伝子導入の素材とする。また、亜鉛、

カルシウム、マンガン等の必須金属イオンの膜輸送に関与する複数の金属イオン輸送体

について、その構造-機能特性を明らかにし、樹木への応用展開の基礎とする。改変輸
送体分子も作製し、有効性が確認出来れば、特定の分子種を選びユーカリへの形質導入

を進めるべきか検討する。 
 
５．平成 18年度(2006年度) 特許出願、研究発表、文献発表等 
（１）特許出願   本件に関する特許出願なし 
 
（２）研究発表  
Segami, S., Nakanishi, Y. and Maeshima, M.: Type II H+-pyrophosphatase in 

Arabidopsis: Intracellular localization and protein amount. The 53rd NIBB 
Conference "Dynamic Organelles in Plant", Okazaki, June 14-17, 2006. 

Kawachi, M., Kobae, Y. and Maeshima, M.: Functional analysis of Arabidopsis vacuolar 
membrane Zn2+ transporter AtMTP1 expressed in yeast. The 53rd NIBB 
Conference "Dynamic Organelles in Plant", Okazaki, June 14-17, 2006. 

Hirono, M., Nakanishi, Y. and Maeshima, M.: Analysis of functional residues of 
Streptomyces H+-pyrophosphatase: The coupling mechanism between substrate 
hydrolysis and active H+ transport. 20th IUBMB International Congress of 
Biochemistry and Molecular Biology, Kyoto, June 18-23, 2006.  

Kawachi, M., Kobae, Y. and Maeshima, M.: Functional analysis of Arabidopsis vacuolar 
membrane Zn2+ transporter AtMTP1 expressed in yeast, 20th IUBMB 
International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Kyoto, June 18-23, 
2006.  

Sakurai, J. Murai, M., Maeshima, M. and Uemura, M.: Distribution of rice aquaporin 
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members in organs and tissues, Iwate Plant Science Symposium (21COE program 
and PROBRAIN Symposium), Morioka, October 19-20, 2006.  

Hirono, M., Mimura, H., Segami, S., Nakanishi, Y. and Maeshima, M.: Functional 
structure of H+-pump pyrophosphatase that uses a low cost substrate. International 
Symposium on Membrane Transport as a Universal Biological Mechanism. Kyoto, 
January 13-14, 2007. 

河内美樹、小八重善裕、前島正義：シロイヌナズナ液胞膜Zn2+輸送体AtMTP1の機能解析：ヒス
チジンリッチループの役割. 日本植物生理学会 2007年度年会，愛媛，2007年 3月 28日-30
日 

宮澤真一、新崎由紀、川崎智美、前島正義、三宅親弘：乾燥条件下で生育させたタバコに

おける葉内CO2拡散コンダクタンスと葉の細胞膜型アクアポリン量との関係.日本植物
生理学会 2007年度年会、愛媛、3月 28日-30日 

渡部哲史、中川強、前島正義：シロイヌナズナアクアポリン NIPグループの分子生物学的
機能解析. 日本植物生理学会 2007年度年会、愛媛、2007年 3月 28日-30日 

長崎菜穂、石嶋潤、宮野雅司、前島正義：液胞内カルシウム結合タンパク質 RVCaBは長大
な不規則領域と PPII（polyproline type II）ヘリックス構造を有する. 日本農芸化学会
2007年度大会、東京、2007年 3月 24-27日 

広野めぐみ、中西洋一、前島正義：H+-ピロホスファターゼの中心領域における変異導入と
活性を指標とした機能残基の解析. 日本農芸化学会 2007 年度大会、京都、2007 年 3
月 24-27日 

 
（３）文献発表 
Kamiya, T., Akahori, T., Ashikari, M. and Maeshima, M. (2006) Expression of the 

vacuolar Ca2+/H+ exchanger, OsCAX1a, in rice: cell- and age-specificity of expression 
and enhancement by Ca2+. Plant Cell Physiol., 47, 96-106.  

Kobae, Y., Mizutani, M., Segami, S. and Maeshima, M. (2006) Immunochemical analysis 
of aquaporin isoforms in Arabidopsis suspension cultured cells.  Biosci. Biotechnol. 
Biochem. 70, 980-987.  

Kobae, Y., Yoshioka, H., Sekino, T., Nakagawa, T., Martinoia, E. and Maeshima, M. 
(2006) Disruption of AtPDR8, a plasma membrane ABC transporter of Arabidopsis, 
exhibits hypersensitive cell death by pathogen infection.  Plant Cell Physiol., 47, 
309-318.  

Kobayashi, M., Yoshioka, H., Kawakita, K., Maeshima, M. and Doke, N. (2006) 
Subcellular localization of Strboh proteins and NADPH-dependent O2- generating 
activity in potato tuber tissues.  J. Exp. Bot., 57, 1373-1379.  
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Mizutani, M., Watanabe, S., Nakagawa, T. and Maeshima, M. (2006) Aquaporin NIP2;1 
is localized to the ER membrane and shows root-specific accumulation in 
Arabidopsis thaliana.  Plant Cell Physiol., 47, 1420-1426.  

Mori, M., Nakagawa, S., Maeshima, M., Niikura, S. and Yoshida, K. (2006) 
Anthocyanins from the rhizome of Raphanus sativus, and change in the composition 
during maturation. Heterocycles, 69, 239 - 251 

Ide, Y., Tomioka, R., Ouchi, Y., Kamiya, T. and Maeshima, M. (2007) Transcriptional 
induction of two genes for CCaPs, novel cytosolic proteins, in Arabidopsis thaliana in 
the dark. Plant Cell Physiol. 48, 54-65  

Ohnishi M., Mimura T., Tsujimura T., Mitsuhashi M., Washitani-Nemoto S., Maeshima 
M., Martinoia E. (2007) Inorganic phosphate uptake in intact vacuoles isolated from 
suspension cultured cells of Catharanthus roseus (L.) G. Don under varying Pi 
status. Planta 225, 711-718 

Martinoia, E., Maeshima, M. and Neuhaus, E. (2007) Vacuolar transporters and their 
essential role in plant metabolism. J. Exp. Bot., 58, 83-102.  

Ide, Y., Nagasaki, N., Tomioka, R., Kamiya, T. and Maeshima, M. (2007) Molecular 
properties of novel, hydrophilic cation-binding proteins associated with the plasma 
membrane. J. Exp, Bot., In press (April issue). 

Hirono, M., Nakanishi, Y. and Maeshima, M. (2007) Essential amino acid residues in 
the central transmembrane domains for energy coupling of the 
H+-pyrophosphatase of Streptomyces coelicolor A3(2) determined by random 
and site-directed mutagenesis. Biochim. Biophys. Acta, (previsional 
acceptance) 
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B-5  耐塩性複合遺伝子の構築とスクリーニング(1) 

 
１． はじめに 
 
現在、農作物の栽培に適さない未利用地の大部分は乾燥地であり、塩の集積が大きな問

題となっている。その為、パルプ材として有用なユーカリを対象として、耐塩性を付与す

ることにより植林適地の拡大が期待される。当研究室では、塩生植物の耐塩性機構の解明

とその応用を目的とし、cDNA ライブラリーを作製し大腸菌を用いた機能スクリーニング
法 （Yamada et al., 2002ab） により、耐塩性に関与すると考えられるタンパク質をコー
ドする cDNA のクローニングを進めてきた。その結果、既にマングローブ （Bruguiera 
sexangula） 由来の cDNA ライブラリーから新奇耐塩性強化因子「マングリン」の獲得に
成功している。塩生植物には、「マングリン」 以外にも、未だ明らかにされない未知の耐
塩性関連遺伝子が存在すると考え、今年度は、新たに塩生植物の一種であるアイスプラン

トから cDNA ライブラリーを構築し、その中から新たに耐塩性関連遺伝子の探索を進めた。
その結果、RNA 結合タンパク質 (McRBP) をコードすると考えられる cDNA の単離に成
功した。一般に RNA 結合タンパク質には様々なタイプが存在し、RNA 合成、プロッセシ
ング、輸送、翻訳、安定性、分解に関与していると考えられている (Dreyfuss et al., 2002)。
高等植物に存在する 葉緑体型 RNA 結合タンパク質がストロマで mRNAの安定化に寄与
している (Nakamura et al., 2001)という報告の他、近年、シロイヌナズナにおいて 
glycine-rich RNA 結合タンパク質の過剰発現体が低温耐性を獲得する (Kim et al., 2005)
例が報告されている。しかしながら、耐塩性に関与しているという報告はこれまでにない。 
そこで、今年度はMc-RBPが高等植物の耐塩性機構に対し、どのような役割を担っている
かを解明するために、McRBPの機能解析を試みた。 
 
 
２－１ アイスプラント由来の cDNA ライブラリーからの耐塩性関連遺伝子群の大腸菌発
現系を用いたスクリーニング 
大腸菌を用いた機能スクリーニングを行なった結果、RRMモチーフを有する 3タイプの

RNA 結合タンパク質をコードすると考えられる cDNA の単離に成功した（Fig.１）。この
うち、本研究では葉緑体型 RNA結合タンパク質(McRBPと命名)に着目した。McRBPは２
つの RRM領域の他、葉緑体移行シグナルと考えられる領域を有する。 
次に得られた cDNA を大腸菌（Rosetta2 DE3）に導入し、得られた形質転換大腸菌の耐
塩性を評価した。対照としてタバコ由来の葉緑体型 RNA 結合タンパク質(NtRBP)、及び
GFPを用いた。 

pDEST15-Mc-RBP と pDEST15-GFP、 pDEST15-NtcRBP を導入した形質転換大腸
菌の耐塩性を 650 mM、 800 mM NaCl を含む 2YT 液体培地での growth curve で評価
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した。その結果、 pDEST15-McRBP と pDEST15-NtcRBP を組み込んだ形質転換大腸菌
の生育において、通常の 2YT 液体培地 (86 mM NaCl) では、pDEST15-GFPを導入した
形質転換大腸菌と同等の生育を示した。これに対し、650 mM、800 mM NaClを含む 2YT
液体培地における、pDEST15-McRBP pDEST15-GFP、pDEST15-NtcRBPを組み込んだ
形質転換大腸菌の生育は、コントロールの生育に比べ顕著に良好な生育が見られた（Fig. 2）。 
以上のことから、Mc-RBP は、GST タグによる影響をほとんど受けず、大腸菌の耐塩性
を強化する機能を有することが確認された。また、その効果は、NtRBPよりもMcRBPの
方が効果的であることが確認された。 
 
２－２ Mc-RBP タンパク質の精製と RNA 結合能 
 上記の発現系を用い、Mc-RBP の精製を試みた。精製方法は一般的な GST融合タンパク
質の精製プロトコールに従った。SDS-PAGEを行った結果、Mc-RBP融合タンパク質はほ
ぼ予想通りの分子量（約 70 kDa）であった。よって、以降の測定にはこの精製タンパク質
を用いた(Fig. 3A)。なお、対照実験として GST タンパク質を用いた。RNA との結合活性
の評価には Ribohomopolymer を用いた。その理由は、 Ribohomopolymer が一般に RNA 
結合活性に使われる基質であり、結合活性を評価する実験系が確立されているためである。

125, 250 mM で結合実験を行った結果、 Poly A, C, U ssDNA にはその結合がほとんどみ
られず、それに比べて poly G に特に強い結合が観察された (Fig. 3B)。 
各種 RNA 結合タンパク質と核酸の結合実験としては、nuclear localized small RNA 

binding protein が poly G, U, dsDNA に結合し (Moriguchi et al., 1997)、CCCH zinc 
finger RNA binding protein が poly G, U, A, ssDNA に結合し(Junjie et al., 2001)、
hnRNP like proteins が poly G, U に結合し (Lorkovic et al., 2000)、consensus-type RNA 
binding protein が poly G, U, ssDNA に結合し (Hirose et al., 1996)、ribonucleo protein 
が poly G, U に結合し (Hirose et al., 2000)、Glycine-rich RNA binding protein が poly 
A, G, C, U, ssDNA, dsDNA に結合する (Kyung et al., 2005) 例が報告されている。 
葉緑体型 RNA 結合タンパク質では、その結合パターンに共通性が存在し、全てが poly 

G,U に強い結合を示す (Nickelsen 2003)。しかしながら、 Mc-RBP はそれらの結合パタ
ーンとは異なり、polyG に対し特異的に結合する。このような結果は、Mc-RBP が効率的
に RNA 分子内の GC 結合による高次構造形成を効率よく抑制している可能性が考えられ、
これが、NtRBPとMcRBPの機能（大腸菌に対する耐塩性付与）に Fig.2 に示した違いを
もたらしているものと考えられた。また、この特有な核酸結合能がアイスプラントが高塩

濃度でも生育できる一因になっている可能性が考えられた。 
 
２－３ in vivo RNA chaperone 活性 

Fig. 4A  に示す Km 耐性遺伝子の直前にループ構造を導入したプラスミド

(pET22b-terminator-Km)を作成し、McRBP （pACYCDuet-McRBP）と大腸菌（DE3）



 87

で共発現させた。McRBPが大腸菌細胞内でループ構造形成を抑制する効果があれば、その
下流にある Km耐性遺伝子が発現し、DE3に Km耐性の向上が認められるはずである。形
質転換大腸菌の Km 耐性は、各濃度に調整したＫｍを含む寒天プレート上でのコロニー形
成率で評価した。 

McRBPの他、比較として GFP、 mMc-RBP（RRM領域に変異導入したもの）、空 vector
を用いたところ、McRBPを導入した大腸菌に顕著なKm耐性の向上が認められた（Fig. 4B）。
これらの結果から Mc-RBP が RNA chaperone 活性を有することが強く示唆された (Fig. 
4) 。 
 
２－４ 形質転換タバコの作出 

pAB7113-Mc-RBP導入した A. tumefaciensを用いて、リーフディスク法によりタバコ植
物体に導入した。各々のコンストラクトにつき約 400枚のリーフディスクを感染に用いた。
得られたシュートを生長の早いものから順次、MS発根培地に移し換えた。各コンストラク
トにつき約 200 個のシュートを移し換えたが、発根し、順調に生長した個体は pAB7113- 
Mc-RBP では 82個体を得た。これらを導入遺伝子の発現レベルごとに整理し、最終的に発
現レベルの異なる T2ホモ個体(R-69、74、88)を得た。RT-PCRによる形質転換タバコ（T2

世代）における遺伝子の発現解析を行なったところ、特に R-74 で強い発現が見られ、そ
のほかのラインは多少強弱があるものの、ほぼ同様の発現を示した。(Fig. 5B) 
 
２－５ Mc-RBP 形質転換体の耐塩性評価 
それぞれのライン (R-69、74、88、WT) につき、 n=15 で耐塩性の評価を行った。その
結果、塩ストレスなしでは WT と変化の無い生育を示したものの、 2 週間塩ストレスを
かけると形質転換体、野生株ともに生育が低下するが、その低下の度合いが形質転換体の

ほうが緩和されていた。また、その時の根の長さも野性株に比べると長くなっていた。更

に 4 週間塩ストレスを与えた際には顕著な差が観察された(Fig. 5AC)。 以上の結果から、
McRBPの発現は大腸菌だけでなくタバコの耐塩性の強化をもたらすことが確認された。 
 
２－６ アイスプラントにおける種々ストレスに対する Mc-RBP mRNA 発現量の変化 
 塩ストレス、低温ストレスに対してその発現量は誘導されていた。また、 ABA にも誘導
されていたことより、アイスプラントにおいてもMcRBPは塩、低温ストレス応答に関与し、
その発現は ABA が関与していることが示唆された (Fig. 6) 。 
以上の結果から、 Mc-RBPは RNA chaperone として機能することにより、アイスプラン

トのストレス耐性に重要な役割を果たしているものと考えられた。 Mc-RBPの導入によりス
トレス耐性が強化されることが明らかになったが、今後は植物細胞で Mc-RBP の有する生理
学的機能を明らかにすることを目指し、 Mc-RBP を過剰発現した形質転換タバコを作出のよ
り詳細なキャラクタリゼーションを進める予定である。 
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３．まとめ 
 

Mc-RBP は RNA シャペロン活性を有し、その過剰発現は大腸菌、タバコの耐塩性向上
をもたらすことを明らかにした。また、アイスプラント自身も塩ストレス下で McRBP 発
現レベルを向上させていることが明らかになった。 
以上の結果から、Fig. 7 に示すモデル図が考えられた。 
RNA結合タンパク質の発現レベルを改変することで高等植物の耐塩性を向上させた例は
これまでになく、本研究におけるMcRBPの例が初である。今後、McRBPやマングリン等
を組み合わせて使用することで、高等植物の耐塩性を飛躍的に高めることができる可能性

があると考えられた。ここで得られた成果は、ユーカリの耐塩性付与にも利用できると期

待でき、今後、緑化によるＣＯ２吸収源の増大に対しても、極めて重要な知見になりうる

と考えられた。 
 
 
参考文献 
 
Dreyfuss, G., Matunis, M.J., Pinol-Roma, S., Burd, C.G. (1993) hnRNP proteins and the 
biogenesis of mRNA. Annu Rev Biochem. 62: 289-321. 
 
Hirose, T., Sugiura, M. (1996) Cis-acting elements and trans-acting factors for accurate 
translation of chloroplast psbA mRNAs: development of an in vitro translation system 
from tobacco chloroplasts. EMBO J. 15: 1687-1695. 
 
Hirose, T., Sugiura, M. (2001) Involvement of a site-specific transacting factor and a 
common RNA-binding protein in the editing of chloroplast mRNAs: development of a 
chloroplast in vitro RNA editing system. EMBO J. 20: 1144-1152. 
 
Junjie, Li., Dongxuan, Jia., Xuemei, Chen. (2001) HUA1, a Regulator of Stamen and 
Carpel Identities in Arabidopsis, Codes for a Nuclear RNA Binding Protein. Plant Cell. 
13: 689-705. 
 
Kim. Yeon-Ok, Jin, Sun, Kim., Hunseung, K. (2005) Cold-inducible zinc 
finger-containing glycine-rich RNA-binding protein contributes to the enhancement of 
freezing tolerance in Arabidopsis thaliana The Plant Journal. 42: 890-900.  
 
Moriguchi, K., Sugita, M., Sugiura, M. (1997) Structure and subcellular localization of a 



 89

small RNA-binding protein from tobacco The Plant Journal. 12: 215-221. 
 
Lorkovic, Z.J., Barta, A. (2002) Genome analysis: RNA recognition motif (RRM) and K 
homology (KH) domain RNA-binding proteins from the flowering plant Arabidopsis 
thaliana. Nucleic Acids Res. 30: 623-35. 
 
Nakamura, T., Ohta, M., Sugiura, M., Sugita, M. (2001) Chloroplast ribonucleoproteins 
function as a stabilizing factor of ribosomefree mRNAs in the stroma. J Biol Chem 276: 
147-152. 
 
Nickelsen, J., Fleischmann, M., Boudreau, E., Rahire, M., Rochaix, J-D. (1999) 
Identification of cis-acting RNA leader elements required for chloroplast psbD gene 
expression in Chlamydomonas. Plant Cell. 11: 957-970. 
 
Yamada, A., Saitoh, T., Mimura, T., Ozeki, Y.. (2002a) Expression of mangrove allene 
oxide cyclase enhances salt tolerance in Escherichia coli, yeast, and tobacco cells. Plant 
Cell Physiol. 43: 903-910.  
 
Yamada, A., Sekiguchi, M., Mimura, T., Ozeki, Y. (2002b) The role of plant CCTalpha in 
salt- and osmotic-stress tolerance. Plant Cell Physiol. 43: 1043-1048.  
 



 90

 



 91

 



 92

 



 93

 



 94

 



 95

 

 

 



 96

 

 



 97

B-6  耐塩性複合遺伝子の構築とスクリーニング(2) 

 

【目的】 
 マングローブとは、熱帯・亜熱帯の海岸や汽水域に生息する樹木の総称である。このこ

とから、マングローブ植物のもつ遺伝子群は耐塩性植物、特に耐塩性樹木を作出するため

の重要な遺伝子資源になると期待できる。RITE日本製紙分室においては、複合環境ストレ
ス耐性ユーカリ作成の為、マングローブの耐塩性に関与する遺伝子のユーカリへの遺伝子

導入を行っている。 
 東京農工大学小関研究室ではヒルギ科マングローブの一種である Bruguiera sexangula 
の耐塩性機構の解明とその応用を目的とし、大腸菌の遺伝子発現系を利用したスクリーニ

ング法で耐塩性関連遺伝子の探索を進めてきた。その結果、耐塩性強化因子「マングリン」

の獲得に成功した (Yamada et al. 2002)。マングリンはジャスモン酸合成系酵素の一種であ
る allene oxide cyclase (AOC) と高い相同性を有するものの、N末端の約 80 アミノ酸か
らなる配列が、他の AOCの配列と大きく異なる (Yamada et al. 2002)。また、この短い領
域のみでも大腸菌の耐塩性を強化する機能を有することも既に明らかになっている。東京

農工大においては遺伝子発現の高い組換えタバコを作成し、その耐塩性を確認している。 
 ＲＩＴＥ日本製紙分室においては、昨年度までにマングリン遺伝子を導入したユーカ

リ・カマルドレンシスを作成し、200mMの NaClを含む培地での発根を指標に一次スクリ
ーニングを行った結果、54 系統の実験候補系統を得た。本年度はこれらの系統の栽培、発
現解析、挿し木増殖による苗生産を行い、筑波大学に設置した特定網室での栽培と形質評

価試験用の苗の供給を行った。 
 
【結果】 
(A) ユーカリへ導入したマングリン遺伝子の構造と遺伝子導入方法 
 マングリン発現ベクターとして、β-glucuronidase (GUS) 遺伝子とカナマイシン耐性遺
伝子を有する植物発現ベクターを用いた。マングリン発現用プロモーターとして、ユーカ

リで発現を確認したレンゲ萎縮病ウィルス由来の MC8 プロモーター、35S cauliflower 
mosaic virus promoter (35S CaMV プロモーター) に各種エンハンサー配列 (Matsuhara 
et al. 1996) を組み込んだプロモーターの 2種を用いた。また、マングリン遺伝子としては、
マングリン全長 cDNA、マングリン機能領域 cDNA の 2 つを用いた。以上の４種類のベ
クターをアグロバクテリウム EHA105株に導入し、遺伝子導入に用いた。ユーカリ・カマ
ルドレンシス種子を用いた遺伝子導入方法を図１に示す。 
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(B) 耐塩性系統のスクリーニング方法 
 4種類のベクターを導入した組換えユーカリについて、カマルドレンシス発根培地（改変
MS培地、シュークロース 10g/l、寒天 8.5g/l、IBA0.05mg/l、セフォタキシム 100mg/l）で
増殖し、耐塩性試験の材料とした。合計 134系統について各系統ごとに頂芽 10本を調整し
て、200ｍMの塩化ナトリウム（海水の 3分の 1強）を添加したカマルドレンシス発根培地
に移植した。昨年度の耐塩性試験において、合計で 54系統の組換え体について、この培地
での耐性が認められたため、本年度はこれらの系統を用いてその後の実験に使用した。 

図２．培地での耐塩性試験 
 

図１．ユーカリ・カマルドレンシスへのマングリン遺伝子の導入方法 

左・組換え体 右・非組換え体 

NaCl 200mM添加培地 
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（C）ユーカリ組換え体のリアルタイム RT-PCR分析 
無菌的に生育させた形質転換体と非形質転換体の葉５枚をマルチビーズショッカー専用の

サンプリングチューブに採り、液体窒素により急速冷凍を行った。－80℃の冷凍庫で数日
保存した後、東京農工大学へ移送して発現量の比較を行なった。 
 マルチビーズショッカーで破砕した植物体をエッペンチューブに移し、Rneasy Plant 
Midi Kit(QIAGEN)を用いて RNAを抽出した。M-MLV Reverse Tramscriptase を用いて
ｃDNA の合成を行い、RT-PCR の template とした。昨年度決定したプライマーおよび測
定方法により、リアルタイム RT-PCR分析を行った（詳細は 2005年度成果報告書に記載）。 
 昨年度から引き続いて、合計で 54系統の組換え体についてリアルタイム RT-PCR分析に
よりマングリン遺伝子の発現解析を行った。結果例を図３に示す。一次スクリーニングで

残った組換え体を分析した結果、ほとんどの系統でマングリン遺伝子の発現が確認された。 
2系統については、この方法で遺伝子の発現が確認できなかった。また、発現のバラツキに
ついては、プロモータや遺伝子による以上に、個々の組換え体の違いが大きいことが明ら

かとなった。 
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          図３．リアルタイム RT-PCR分析結果 
 
（D）組換えユーカリの栽培と増殖 
 耐塩性試験で選定された系統について、発砲フェノール樹脂（商品名；オアシス）に挿

し付け、寒天を含まない発根培地で、25℃、16時間照射での培養を行った。１ヶ月後に発
根した苗を、閉鎖系温室内（25℃、湿度 60％）で馴化した。馴化した苗はさらに栽培を続
け、健全に生育することを確認した。栽培した 54系統のうち、約 20ｃｍに成長した苗につ
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いて、肉眼による観察を行ったところ、このうち 2 系統については明らかな奇形が認めら
れてので、その後の増殖は行なわなかった。ユーカリ・カマルドレンシスは、馴化苗の発

根が可能であり、特定網室での耐塩性試験の用の苗の準備のため、これらの馴化苗より挿

し穂を採取し、閉鎖系温室内での増殖を行なった。母樹の栽培の様子を図４に、挿し木増

殖中の状況を図５に、馴化中の挿し木苗を図６に示す。 
 

          
              図４．母樹の栽培状況 

          

           図５．オアシス挿し木による増殖 
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              図６．挿し木苗の馴化 
 
（E）組換えユーカリの筑波大学への移送 
 本年度初めは、馴化苗での移送を行っていたが、耐塩性の形質評価試験には同じ系統に

ついて多数の苗が必要であることから、オアシス挿し木苗（図５）の状態での移送に変更

した。これに伴い、組換えユーカリ苗の馴化システムについて、筑波大学への技術指導を

行った。オアシス発根苗として本年度移送した系統数について表１に示す。 
 
     表 1 オアシス発根苗の移送 

移送月 組換え系統数 本数 
7月 10 104 
9月 5 58 
10月 8 98 
11月 8 146 
12月 8 153 
1月 8 260 
2月 7 204 

 
 前述のマングリン遺伝子の発現、健全な成長性、挿し木増殖性により 40 系統、1000 本
以上の苗を作成し、移送した。これらの苗は筑波大学において馴化し、特定網室において

耐塩性によるスクリーニング実験を行っている。現在までに実験の先行している系統より 5
系統が耐性系統として選定されている。平成 19年度は引き続きスクリーニング用の苗の供
給を行い、耐塩性の強い系統については、環境影響評価用の苗の増殖および発現解析も行

う。さらに筑波大学の特定網室において、選定された系統の環境影響評価試験を終了する

予定である。 
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【まとめ】 
 複合環境ストレス耐性を付与した遺伝子組換えユーカリ作出の為、マングローブより得

られたマングリン遺伝子を導入し、塩を含む培地で選抜されたユーカリ・カマルドレンシ

ス合計 54系統について、遺伝子発現解析、成長確認、挿し木増殖を行った。その結果をも
とに 40 系統の苗、1000 本以上について挿し木苗を作成し、筑波大学への移送を行った。
平成 19年度は、引き続き筑波大学の特定網室において耐塩性によるスクリーニング実験を
行うとともに、選定された系統の環境影響評価試験を行う予定である。 
 
【参考文献】 
Yamada et al. (2002) Expression of mangrove allene oxide cyclase enhances salt 
tolerance in Escherichia coli, yeast and tobacco cells. Plant Cell Physiol 43: 903-910 
 
Mitsuhara et al. (1996) Efficient promoter cassettes for enhanced expression of foreign 
genes in dicotyledonous and monocotyledonous plants. Plant Cell Physiol 37: 49-59  
 
(2) 目的に照らした達成状況 
 マングリン遺伝子を導入した組換えユーカリ・カマルドレンシスへの遺伝子導入を行い、

各種試験結果を基に 40系統の増殖、苗生産を行った。これまでの結果より、特に強い耐塩
性を示す系統を特定網室内で選ぶことが可能となり、現在までに 5系統が選定されている。
平成 19年度中に目的としている選定系統の環境影響評価試験を終了できる見込みである。 
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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） 

 

【緒言】 
ユーカリは、他の樹木と比較して生育が早く、比較的ストレスに強い樹種もある。また、

パルプ特性が高いことから製紙会社によって積極的な植林や研究がされている。研究方法

としては、育種的手法や精英樹（高生長性、塩ストレス耐性など）の選抜などが挙げられ

るが、これらの方法では、多大な時間を費やしてしまう。このため形質転換による遺伝子

導入技術を用いることで、早期に、より生育の早く、ストレスに強いユーカリの作出が可

能となり、植林面積の拡大や単位面積あたりの二酸化炭素固定量の大幅な上昇が期待でき

る。このように遺伝子組換えユーカリに大きな期待がもてる一方、国によっては遺伝子組

換え植物の厳しい規制が行なわれている現実もある。これは導入遺伝子の外環境への拡散

が問題視されているためであり、今後、組換え植物を用いた植林を行なうためには、この

課題のクリアーは必要不可欠である。 
葉緑体は、植物の生育に大きく関わる光合成反応の場であり、核とは異なる独自のゲノ

ムを有する。この葉緑体ゲノムは、基本的に母性遺伝である。このため一般的な遺伝子導

入される核ゲノムと異なり、花粉を介して非組換え植物に導入遺伝子が拡散していくリス

クが極めて低い。昨今、この葉緑体への遺伝子導入技術が、様々な実用植物を用いて開発

されており、2006年には、樹木で初めてポプラを用いた葉緑体形質転換法が報告された 1-4。

本研究は、葉緑体形質転換技術をより有用性の高いユーカリへ展開していくことが目的で

あり、遺伝子導入用の組織を昨年度まで検討してきた早生分子、生葉から、本年度は未分

化な組織である苗条原基を用いて検討を行なった。 
 
【方法】 
培養方法 
 使用する樹種は、主にオーストラリアで自生し核形質転換系が確立されている、

Eucalyptus camaldurensisを用いた。E. camaldurensis苗条原基は、メリクロン型回転培
養装置（日本医化機械製作所）を用いて苗条原基誘導培地（ガンボーグ B5基本培地、NAA 
0.02 mg/l、4-PU 0.2 mg/l、ショ糖 3%）、回転速度 2rpm、26℃にて早生分子を培養し誘導
した。苗化処理は、苗化培地（ガンボーグ B5基本培地、NAA 0.02 mg/l、BA 0.2 mg/l、シ
ョ糖１%、ゲルライト 0.2%）26℃にて静置培養を行なった。苗化処理 5 週間、7 週間のと
きは、4週間目で新しい培地に移植を行なった。 
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条件検討 
苗条原基を苗化誘導培地に置床後、弱光下（40μE）にて 1、3、5、7週間培養後、パー
ティクルガン PDS-1000/He（Bio-Rad）にて、DNAをコーティングしていない 0.6ミクロ
ン金粒子（Bio-Rad）を、900、1,100、1,300、1,550 psiで細胞に打ち込みを行なった。打
ち込みを行なった組織は、速やかに苗条原基誘導培地に移した。このとき打ち込みを行な

っていない組織をコントロールとして、打ち込みを行なった組織と同様用の処理を行なっ

た。1週間遮光培養したのち（回転速度 2rpm、26℃）、スペクチノマイシンを 20、25、30、
35 mg/l添加し明暗条件下にて細胞増殖への影響などを観察した。 
 
苗化処理 
 2 ヶ月間、選抜培地にてストレス環境下にさらした苗条原基を苗化培地（ガンボーグ B5
基本培地、NAA 0.02 mg/l、BA 0.2 mg/l、ショ糖１%、ゲルライト 0.2%）に置床し、明期
16時間、暗期 8時間」、26℃にて培養を行なった。 
 
 
【結果】 
苗条原基を用いた葉緑体形質転換法開発のために、以下の条件検討を行った。１）苗化

ステージ、未分化な状態から分化が進んだ苗条原基のステージ検討。２）各ステージでの

最適（最低）遺伝子銃圧力の検討。これは遺伝子銃による細胞へのダメージを最小限に抑

えるために検討を行なった。３）各ステージでの最低薬剤（スペクチノマイシン）濃度の

検討。これは、過剰なストレスを苗条原基に与えるのを防ぐために検討を行なった。 
 苗化処理 1週間の苗条原基に対して、各遺伝子銃圧力(900、1,100、1,300、1,550 psi)に
て打ち込みを行なった細胞は、30 mg/l で健常な細胞の増加が見られなくなった（図１）。
苗化処理 3週間の細胞では、20 mg/lで健常な細胞の増加が抑制された（図２）。苗化処理 5
週間の細胞では、苗化処理 3週間の苗条原基と同様に、20 mg/lで健常な細胞の増加が見ら
れなくなった（図３）。苗化処理 7週間の組織では、金粒子の打ち込みなし、スペクチノマ
イシン無添加の細胞においても、細胞の褐変化がみられた（図４）。この結果から、苗化処

理 7週間の組織は、遺伝子導入用組織として適していないことが明らかとなった。 
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図１ 苗化処理1週間苗条原基を用いた条件検討結果 
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図２ 苗化処理３週間苗条原基を用いた条件検討結果 
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 スペクチノマイシンによるストレス環境が、苗化へ影響することも考えられたので、そ

れらについて検討を行なった。その結果、苗化処理 1、3週間の両組織で苗化が見られた（図
5）。苗化処理 7 週間の細胞では、スペクチノマイシン無添加の細胞においても、細胞が褐
変化していたため、苗化誘導を行なうことができなかった。 
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図３ 苗化処理５週間苗条原基を用いた条件検討結果
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図４ 苗化処理７週間苗条原基を用いた条件検討結果 
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【まとめ】 
 当初、遺伝子銃による細胞へのダメージによって、ユーカリがフェノール類を生産し、

その結果、脱分化を阻害することが考えられた。しかし、今回の結果から最大 1,550 psiで
細胞へダメージを与えても、900psi による打ち込みを行った組織と比較して、細胞全体の
増殖の変化や細胞の褐変化に大きな差は見られなかった。この結果から、遺伝子銃による

ダメージは、苗条原基の再脱分化に影響しないと考えられる。しかし、1,550psi において
も、細胞内へ金粒子が到達していない可能性もあり、今後、マーカー遺伝子の一過性発現

解析などによる検証が必要であると考えられる。 
 苗化処理７週間の細胞では、打ち込みを行なっていない細胞をスペクチノマイシン無添

加培地に移植した細胞でも褐変化が見られた。スペクチノマイシン添加培地では、苗化処

理 1週間、3週間の苗条原基と比べ組織へのダメージが大きかった。また苗化処理 5週間の
細胞においても、1、3週間の細胞と比較して細胞の褐変化が顕著であった。この結果から、
分化（苗化）が進んだ苗条原基は、再び脱分化処理を行なうことがストレスになると考え

られる。このためスペクチノマイシン入り培地では、ストレスが重なり、細胞の褐変化が

促進されたと考えられる。 
 スペクチノマイシンによるストレスが苗化に与える影響を検証したところ、ほとんどの

苗条原基から苗化が誘導された。このためスペクチノマイシンは、ユーカリに不可逆的な

ダメージを与えないと考えられた。また、核形質転換のように苗化誘導の前の薬剤フリー

培地での培養を行なうことなく苗化誘導することができた。 

BA 

図5 スペクチノマイシンストレス下に置かれた苗条原基の苗化実験 

A, 苗化処理1週間、金粒子打ち込み圧1,100psi、スペクチノマイシン20mg/Lで継代培養を

行なった組織。B, 苗化処理3週間、金粒子打ち込み圧1,100psi、スペクチノマイシン

20mg/Lで継代培養を行なった組織。 

B,  苗化処理1週間、金粒子打ち込み圧1,100psi、スペクチノマイシン20mg/Lで継代培養を行なった
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 今後は、GFP（緑色蛍光タンパク質）などのマーカー遺伝子の一過性発現などにより、
より詳細に遺伝子銃の圧力の決定を行い、検討した条件を元に葉緑体形質転換を行なって

いく。 
 
【参考文献】 
（１）Ruf S. et al. (2001）Stable genetic transformation of tomato plastids and 

expression of a foreign protein in fruit. Nat. Biotechnol. 19: 870-875 
（２）Hou BK. et al. (2003) Chloroplast transformation in oilseed rape.  

Transgenic Res. 12: 111-114 
（３）Kanamoto H. et al. (2006) Efficient and Stable Transformation of Lactuca sativa 

L. cv. Cisco (lettuce) Plastids. Transgenic Res. 15: 205-217 
（４）Okumura S. et al. (2006) Transformation of poplar (Populus alba) plastids and 

expression of foreign proteins in tree chloroplasts.  
Transgenic Res. 15: 637-646 
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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 

 

1.緒言 
植林による二酸化炭素固定は、経済的かつ環境負荷が低い方法として期待されている。

また、形質転換技術による植林樹木の光合成能および環境ストレス耐性能の増強は、植林

面積当りの CO2固定量、また植林面積拡大に寄与する。しかしながら、形質転換樹木によ

る大気 CO2削減を図る上で、導入遺伝子の自然界への拡散を抑制する生物学的封じ込め技

術開発は重要である。葉緑体形質転換技術による外来遺伝子の葉緑体ゲノムへの導入は、

花粉を介した交雑による遺伝子拡散のリスクを減少させる有力な手段の一つとして考えら

れている。実用樹木の葉緑体形質転換系として、我々は、木本植物ポプラ（Populus alba）
の葉緑体形質転換に世界で初めて成功している(Okumura et al, 2006)。 
これまでに、タバコの核形質転換系を介した、葉緑体におけるラン藻の光合成カルビン

サイクル関連酵素 FBPase/SBPaseの発現が、実験栽培室内で生長促進効果を有することが
報告されている(Miyagawa et al. 2001 )。本研究開発では、地球温暖化防止のための高生長
植林樹木作出を目的として、ポプラ葉緑体へのラン藻 FBPase/SBPase遺伝子の導入による、
樹木における生長促進効果の検証を試みる。 
 昨年度、葉緑体形質転換によりポプラへの FBPase/SBPase遺伝子の導入を行い、2系統
の形質転換体を取得している。本年度は、野生株との生長量および光合成能の比較解析に

より、生長促進効果の検証を試みた。また、既に作出済みであった葉緑体形質転換により

ラン藻 FBPase/SBPase遺伝子を導入した形質転換タバコにおいても、既報の成長促進効果
の再現性に関して検証した。 
さらに、これまでに取得しているストレス耐性付与の有用遺伝子候補に関して、樹木で

の有用性の実証評価を目的とし、光化学系 I循環的電子伝達の律速因子であり、熱散逸能の
増大に寄与するフェレドキシン(Fd)遺伝子のポプラへの導入を試みた。 

 

2.実験材料と方法 

１）実験材料 

ポプラ（Poulus alba：ギンドロ）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。またポプラおよびタバコ形質転換株

の光合成・生長量測定には、野生株および FBPase/SBPase遺伝子導入葉緑体形質転換株を

土植え栽培し、Hyponexによる施肥により、人工気象器内（光強度 1,000μmol photons m-2 

s-1、明期：暗期=16hr:8hr、25℃）において生育させた。 
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２）無菌培地 

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。 

 

３）葉緑体形質転換ベクターの構築 

 AtFd2 遺伝子導入用ポプラ葉緑体形質転換ベクターの構築は、Yamamoto ら(2006)が、

タバコへの AtFd2遺伝子導入に使用したタバコ葉緑体形質転換ベクターより、スペクチノ

マイシン耐性遺伝子および AtFd2遺伝子を含む DNA断片を、制限酵素 NotIと SalI消化

により切り出し、ポプラ葉緑体形質転換ベクターpCB1(Okumura et al 2006)の NotI-SalI

サイトへ導入することにより pCB-AtFd2を作製した。 

 

４）ポプラおよびタバコ葉緑体形質転換 

 シロイヌナズナフェレドキシン遺伝子(AtFd2)導入用ベクターによるポプラ葉緑体形質

転換は、Okumura ら (2006)の方法に従い行った。またタバコ葉緑体へのラン藻

FBPase/SBPase遺伝子の導入は、SvabとMaliga (1993)の方法に従い行った。 

 ポプラ葉緑体ゲノムへの AtFd遺伝子の導入の確認は、スペクチノマイシン耐性を有する

カルスより抽出した全 DNAを鋳型 DNAとして用い、下記プライマーセットを用いた PCR

法により行った。 

プライマーセット 1 (AtFd2 特異的プライマー )： 5’-CATATGGCTACATACAAG 

GTCAAGTTC-3’, 5’-GGATCCTCAAACAATGTCTTCTTCTTTGTG-3’ 

プライマーセット 2：5'-GGATTGAGCCGAATACAAATAGCC-3’, 5’-AGAAGTTGTGAT 

ACTTGGCCCGACCC-3’ 
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５）光合成解析 

ポプラおよびタバコ形質転換株の光合成速度測定は、Yamamoto ら(2006)の報告に従い、

LI-6400によるガス交換測定により行った。また葉の全窒素定量は、ケルダール法により行

った。 

 

3.結果と考察 

１）ラン藻 FBPase/SBPase遺伝子導入ポプラ葉緑体形質転換株の光合成および生長量解析 

 タバコにおいて、ラン藻 FBPase/SBPase遺伝子導入が光合成速度を約 1.7倍、また生長

量を約 1.5倍向上させることが報告されている（Miyagawa et al 2001）。しかしながら、樹

木への同遺伝子の適用および機能評価に関しては未だ行われていなかった。昨年度、有用

樹木であるポプラへの同遺伝子の応用を行うべく、葉緑体形質転換による同遺伝子導入ポ

プラが作出された。今回、樹木において上記の効果が確認できるか、また樹木においても

ラン藻 FBPase/SBPase 遺伝子が光合成向上植林樹木創生への有効な遺伝子ソースと成り

得るのか検証するために、実験室内環境下において、形質転換株と野生株（各 3 株ずつ）

の光合成および生育比較評価を行った。図 1は、野生株と FBPase/SBPase遺伝子導入形質

転換株の鉢上げ後、2ヶ月の生長量を示した写真である。両株の生長量は同等であった（背

丈：野生株 78 cm、形質転換株 76 cm）。 



 112

さらに、ガス交換により測定光強度 1,100 μmol m-2 s-1での光合成速度を比較評価した

結果、両株のA-Ci曲線(純光合成速度-葉内細胞間CO2濃度)には有意差は見られなかった（図

2）。また、理論上 RuBP再生速度が光合成速度を律速すると考えられる高葉内細胞間 CO2

濃度条件下においても FBPase/SBPase 遺伝子導入の光合成能力に対する優位性は観察さ

れなかった。 

以上の結果より、ラン藻 FBPase/SBPase遺伝子の光合成・生長促進効果は、樹木ポプラ

においては認められず、今後、解析対象から除外することとした。 

 

２）ラン藻 FBPase/SBPase遺伝子導入タバコ葉緑体形質転換株の光合成および生長量解析 

 ポプラにおいて、ラン藻 FBPase/SBPase 遺伝子導入効果が確認されなかったことから、

既報と同一植物であるタバコにおいて、既報の遺伝子導入効果が再現されるかどうかを検

証した。播種後 2ヶ月の野生株と形質転換株の生長比較の結果(図 3)、背丈および葉の枚数

共に同様であり、ラン藻 FBPase/SBPase遺伝子導入による生長量と成長速度に対する効果

は確認できなかった。またガス交換により測定光強度 1,100 μmol m-2 s-1での光合成速度

を比較評価した結果、両株の A-Ci曲線(純光合成速度-葉内細胞間 CO2濃度)には有意差は見

られなかった（図 4）。また、理論上 RuBP再生速度が光合成速度を律速すると考えられる
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高葉内細胞間 CO2濃度条件下においても、またカーボンシンクリミット条件下においてめ、

FBPase/SBPase遺伝子導入の光合成能力に対する優位性は、ポプラの場合と同様に観察さ

れなかった。葉の窒素含量と光合成速度には正の相関が存在することが知られているが、

測定個体の葉の窒素含量は形質転換株の方が野生株より高いことからも、遺伝子導入によ

り光合成は質的に改悪された結果となった。また呼吸速度についても有意差は確認されな

かった。 
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以上の結果より、既報のラン藻 FBPase/SBPase 遺伝子の光合成・生長促進効果

（Miyagawa et al 2001）は、同一植物であるタバコにおいても認められなかった。ポプラ

での結果も併せ、ラン藻 FBPase/SBPase遺伝子の有効性が確認されなかったことから、本

プロジェクトでの解析対象から、ラン藻 FBPase/SBPase遺伝子を除外することとした。 

 

３）シロイヌナズナフェレドキシン遺伝子(AtFd2)導入ポプラ葉緑体形質転換株の作出 

 本プロジェクトのストレス耐性遺伝子確保技術の研究開発成果として、シロイヌナズナ

フェレドキシン遺伝子（AtFd2）を葉緑体形質転換によりタバコ葉緑体で過剰発現させるこ

とで、人為的な CEF-PSI活性の増強に初めて成功し、その結果、熱散逸能の増大にも成功

している。本技術の樹木への展開は、酸化ストレスを受ける乾燥地等の樹木生育不良地で

の植生拡大を可能とすることが期待される。今回、上記成果を受けて、樹木ポプラにおけ

る AtFd2遺伝子の有用性を実証評価することを目的として同遺伝子導入ポプラの作出を試

みた。 
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図 5A に示す、ポプラ葉緑体形質転換ベクターpCB-AtFd2 を作製し、既報の方法により

ポプラ葉緑体ゲノムへの AtFd2 遺伝子の導入を行った。約 30 ショットの遺伝子導入を試

み、得られたスペクチノマイシン耐性カルスから PCR による AtFd2 遺伝子導入形質転換

カルスの選抜を行った結果、1 系統(Line7)の形質転換株の取得に成功した(図 5B)。多数の

スペクチノマイシン耐性カルスを取得したが、上記 1 系統以外のカルスにおいては導入遺
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伝子の部分的欠失が確認され、AtFd2特異的プライマーによる DNA断片の増幅が確認され

たのが 1系統のみであった。現在、1系統(Line7)の AtFd2形質転換株に関して、シュート

形成培地での培養を行い、シュートの取得に至っている(図 6)。引き続き発根培地での培養

を行い、形質転換植物体の取得を目指している。 

今後、既述したように、ラン藻 FBPase/SBPase遺伝子の解析は終了し、フェレドキシン

遺伝子導入ポプラの作出とその機能評価に注力していく予定である。 
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C-3  ゲノム遺伝子操作技術開発 

 

【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システムの実証をする為、昨年度までに、タバコを材料として標的
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。このことに
より、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。ま
た、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、作成した置換個体の目的遺伝子（ルシフェラーゼ遺伝子）の発現を調査することで証

明した。本年度は、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、1コピーの標的遺伝子を有する組換え個体を選抜した。さら
に置換ベクターの導入を行い、得られた芽の分析を行った。 
 
【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）。 



 118

 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。 

 
（B）ポプラの標的個体の作成 
 交雑ヤマナラシ（ポプラの一種）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 2）。

図１．SDIシステムの原理 
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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 (NH410 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、IBA0.05mg/l、ジェランガム 2.5 g/l、カルベニシリン 500 mg/l）に
移植した。標的ベクターpTsspsRScodN を導入したヤマナラシの伸長した芽を 50 個得た。
発根が認められた 40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 3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合計で 6系統得られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これら６系統について、標的カセットが完全に組込まれているか PCR分析を行った（図
２）。結果、1コピーの標的カセットがが導入されている系統 3系統を得た。これらの系統
について、定芽を増殖し、発根個体を作成して置換ベクター導入の材料とした（図４）。 

図 3．標的ベクター導入ヤマナラシのサザン分析結果 
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図 2．樹木用標的ベクターと PCR分析用プライマー 
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       図 4． ヤマナラシ標的個体の増殖 
 
ヤマナラシ標的個体の無菌フラスコ苗の茎組織を、置換ベクター（図 5）導入用の材料とし
て用いた。置換ベクターp2nd29を含むアグロバクテリウム EHA105株を OD630＝0.25に
希釈して感染させた。1：3MS改良培地 (NH410 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、ハ
イグロマイシン 25 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った。2回の感染実験を行い、2週間
ごとに植替えを行った。培養実験結果を表１に示す。多数の芽が分化し、この中から肉眼

で正常な形態を示す系統を選抜した。さらに、この芽をヤマナラシ発根培地に移植して、

発根した系統を分離した（表１）。実験 1 の発根系統について PCR 分析を行ったところ、
一部の系統で遺伝子置換を示す結果が得られた（図６）。今後、実験２の発根系統につい

ても PCR分析を行い、PCRポジティブな系統について、サザン分析を行う予定である。    

   
             図 5 置換ベクターの構造 
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  表１．ヤマナラシ培養実験結果 

 標的個体 材料切片数 芽が分化した切片数 発根系統数 PCRﾎﾟ
ｼﾞﾃｨﾌﾞ

系統数

実験１ A 407 306 39 １ 

 B 182 110 20 ０ 
 C 562 431 65 ６ 

実験２ A 220 123 22 ― 
 B 195 69 22 ― 
 C 144 81 16 ― 

 
【考察】 
 既に、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を実証し、報告している。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。 
今回、SDIシステムの木本植物での実証の検討を開始した。ポプラに標的遺伝子を導入し
た組換え体を作成し、標的遺伝子を1コピー含む個体を選抜した。さらに、作成した標的個
体を材料に置換ﾍﾞｸﾀｰを導入し、発根再分化個体を分離した。既に、遺伝子置換が起きてい

ることが示唆されるデータが得られ始めている。今後、分析を進め、遺伝子置換を証明す

るデータを得る予定である。木本植物での定位置遺伝子導入は報告例が無く、初めての実
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証例となる可能性がある。また、ユーカリで、SDIシステムの作動を実証するため、標的個
体を作成し、置換ﾍﾞｸﾀｰを導入する予定である。 
 
【まとめ】 
 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
ーを導入した標的個体を作成し、選抜した。さらに、作成した標的個体を材料に置換ﾍﾞｸﾀｰ

を導入し、発根再分化個体を分離した。既に、遺伝子置換が起きていることが示唆される

データが得られ始めていた。今後、分析を進め、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。 
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・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(重イオンビームによる不稔樹木の開発) 
 
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遺

伝子拡散の防止方法になると考えられる。また、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おり、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、得られた個体の花芽形成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。本年度はこれらの個体を全て半直植えにし、花芽形成の有無を確認している。

現時点において 117 個体の花芽形成を確認し、不稔個体の選抜を継続している。一方、重
イオンビーム処理によって、斑入り 1 個体と幹の柔らかい枝垂れ 2 個体が得られており、
本処理によって変異が誘発されていることが示唆された。3倍体作出については、通常の 2
倍体の苗条原基をコルヒチン処理することによって得た 4倍体を生育させ、2倍体と交配す
るために着花促進を行っている。 
 

Sterile plants are particularly useful for preventing the diffusion of seeds or 

pollen grains of genetically modified plants in the open field. Recently, heavy-ion beam 

irradiation has attracted increasing interest in some of the important plants for sterile 

mutation induction. Until now, heavy-ion beam irradiation was conducted to some 

tissues and cultured cells of E.grandis×urophylla under optimal conditions. We have 

successfully acquired 800 regenerated plants. And for acceleration of flower formation, 

these plants were treated with Paclobutrazol. In this year, all these plants were planted 

directry and confirmed the presence of floral bud. We could confirm the floral buds in 

117 test plants and are continuing the selection of sterile plants. We suggest that hearvy 

ion beam caused mutations in eucalypts, because we could get one variegation plant and 

two plants that branches and stem hung down.  
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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、遺伝子組換えの安全性が検証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。 

 1990年初頭より新しい変異方法として、重イオンビームを利用した研究が開始され、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、栽培タバコ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

われないことが判明した。こうして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

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。 
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 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、組換え遺伝子の拡散を防止することが期待できる。 

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、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×E.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）を照射材料とした。 

３倍体作出用の２倍体と４倍体においても同様のクローンを用いている。 
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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×E.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 濃度に希釈した 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 40μ
molm-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、昨年度までの実

験によりネオン（135MeV/u）10Gy、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。昨年度までに、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、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行った。再分化の時期が異なるため、着花促進処理は 2005年

10月と 2006年 6月の 2回に分けておこなった。パクロブトラゾール処理は液剤１ml/幹直

径１cmの濃度で行った。これらの個体はポットのまま半直植えにし、随時花芽形成の有無

を観察している。 

  

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花芽形成状況 

 重イオンビーム照射個体 800個体（線量-照射部位とそれぞれの獲得個体数を表 1に示し

た）とコントロールとして重イオンビームを照射していない個体 43個体（計 843個体）を

全て 30cmポットに植え替え、パクロブトラゾールによる着花促進処理を終了し、９棟の温

室内で半直植え状態にして維持している（図２、３）。30cmポットの 256個体とコントロ

ールとして重イオンビームを照射していない個体 43個体に対して 2005年 10月に着花促進

処理を施しており、残りの 544個体に対しては 2006年 6月に着花促進処理を施した。現時

点で 117個体が花芽形成（図４）しているが、2006年 6月に処理した個体については、ほ

とんど花芽形成が確認されておらず、さらに観察する必要がある。2005 年 10 月に処理し

た個体については、炭素 20Gy、40Gy ともに苗条に照射したものより苗条原基に照射した
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ものの方が花芽形成率は高く、50％程度となった。苗条に照射したものは、花芽形成率が

炭素 20Gyの照射において 22.2％であった（表 1）。花芽形成おこなっていない個体に関し

ては、今後も観察を続けていく。また、斑入り１個体と枝垂れ 2 個体が確認されており、

このような形態変異が発生したことから、重イオンビーム照射によってユーカリ交雑種に

おいて変異が誘発されていることが示唆された。４倍体においても花芽が確認された。倍

数体では花の大型化や開花期の変化がよく知られているが、ユーカリ交雑種４倍体の花芽

は 2倍体の花芽より大きくなっており（図 5）、これまで知られている４倍体の特徴が観察

された。今後、４倍体の花芽を用いて 2倍体との交配を行う。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２.９棟の温室 図３.半直植えのユーカリ

着花促進処
理個体数

花芽形成
個体数

花芽形
成率

炭素10Gy-苗条 97 16 16.5
炭素20Gy-苗条原基 43 21 48.8
炭素20Gy-苗条 27 6 22.2
炭素40Gy-苗条原基 33 19 57.6
炭素40Gy-苗条 5 0 0.0
ネオン10Gy 17 1 5.9
control 43 6 14.0

（％）

表１．2005年 10月に着花促進処理した個体の花芽形成状況 

着花促進処
理個体数

花芽形成
個体数

花芽形
成率

炭素10Gy-苗条 3 0 0.0
炭素20Gy-苗条原基 257 36 14.0
炭素20Gy-苗条 73 0 0.0
炭素40Gy-苗条原基 67 0 0.0
炭素40Gy-苗条 95 5 5.3
ネオン10Gy 83 6 7.2

（％）

表２．2006年 6月に着花促進処理した個体の花芽形成状況 
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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年度に 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い、本年度
に 800 個体全個体で着花促進処理が完了した。これまでに実施したユーカリ交雑種 GUT5
の着花促進処理によって、約 10ヶ月で花芽形成を確認していることから、重イオンビーム
処理個体についても来年度中にプロジェクト期間中の花芽形成の有無を判断する。 

2005 年 10 月に着花促進処理した花芽形成状況の表１より、重イオンビーム照射を行わ
なかったコントロール区では 14％の個体しか花芽形成が見られなかったのに対して、苗条
原基に照射した実験区では 50％程度の個体、苗条に照射した実験区では 22％の個体で花芽
形成が観察された。このことから、重イオンビーム照射によって花芽形成が誘導され、ま

た植物組織の分化状態が花芽形成期間に影響する可能性が示唆された。今後はさらに観察

を続け、花芽形成しない個体を得るとともに、重イオンビーム照射によって最も効率的に

不稔変異体が獲得できる最適条件についても考察する。 

図４.花芽形成 

図５.４倍体の花芽（右） 
２倍体の花芽（左） 
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D-2 接ぎ木方法による組換え遺伝子の拡散防止技術開発 

 

要約  
クエン酸合成酵素遺伝子の導入により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。これらの組換えユーカリは圃場栽培において評価

する必要があるが、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

を作出した。本年度、ブラジルでの酸性土壌耐性ユーカリの評価試験を開始した。本実験

では、1)ブラジルの事業植林土壌における生育データの収集、2)バイオセーフティ分析とし
て、土壌分析、植物体の化学分析、微生物分析（微生物相の計測、菌根菌の分析）を評価

する。4 種の植物材料（GUT5-野生型、CS19-形質転換体、およびそれぞれの接ぎ木
GUT5/CS19、GUT5/GUT5）をブラジルに輸出し、順化後に温室に移植した。施肥の調整
状況と実験開始時の状況を確認するために、土壌の調整方法、土壌分析と微生物分析の結

果を報告する。 
  

We developed transgenic eucalypts that express high level of citrate synthase 
by introducing citrate synthase gene (mtCS). These release large amount of citric acid 
and is tolerant to acid soils. Although we would like to evaluate these transgenic 
Eucalyptus in an actual field, the diffusion of transgene to nature is a considerable 
problem in practice. In order to prevent the transgene diffusion, aerial part of 
non-transgenic Eucalyptus is grafted on roots of transgenic one. In this year, we started 
the evaluation of acid soil tolerant eucalypts in Brazil. The evaluations considered were 
1) growth data collection using the soil of commercial plantation in Brazil and 2) 
biosafety analysis: soil analyses, plant chemical analysis and microbiological analyses 
(counting microbiological populations and mychorrhizal analysis). Four plant materials 
were expoted to Brazil (GUT5 - wild type, CS19 – transgenic one and micrografted 
GUT5/CS19 and GUT5/GUT5). They arrived in Brazil in bad condition and had 
transferred to acclimatization medium and to greenhouse. The current report shows the 
soil preparation and analysis, and microbiological analysis with the objective of check 
the fertilization proceedings and initial experiment conditions for the next stage of the 
research. 
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１． 緒言 
ユーカリ属植物は最も成長の早い樹種として知られると共に、その高生長性、環境適応性

の高さ、優れた材質とパルプ特性から、世界中で最も広く植林がなされている（約 1,800
万 ha）樹種である。ブラジルにおいては、植林地の 85％は南部、南東部であり、主にパル
プ生産に利用されている（Brazilian Society of available Forestry http://sbs.org.br）。商業
植林の拡大は、降水量が少なかったり、土壌栄養の欠乏によって、これまで林業に適さな

かった地域にまで及んでいる（Furtini Neto et al. 1999）。土壌の物理・化学特性は植物の
生長には重要な要因となるが、特に、リンの利用効率は熱帯土壌における化学的な制限要

因となっている（Braga et al. 1995）。正電荷を有する土壌成分（Alや Feの和水酸化物、
アロフェン等）の蓄積によって、土壌の酸性化が進行し、土壌中でリンの沈殿と吸収を起

こす（Huang & Bachelard 1993）。このように酸性土壌は地球上の耕作地面積の 40%を占
め、植物生産の制限要因の一つになっている。土壌の酸性化によって可溶化されるアルミ

ニウムは、根の生育阻害を起こし、水吸収にも影響を及ぼす。また、Feや Alの酸化物との
吸着によるリン欠乏は作物生産の重要な問題となっている。Furtini Neto et al.（1999）は
アルミニウムを多く含む土壌で植林を行い、Ca、 Mg、K と Pが土壌に吸着され、植林木
の生産性が低減することを検証している。一方、有機酸の根からの放出は効率的な植物栄

養吸収に様々な役割を果たし、酸性土壌への適応において重要な機能であることが知られ

ている（Schactman et al. 1998、Hirsch & Sussman 1999、Miyasaka et al. 1991）。中で
もクエン酸はその効果が高く、クエン酸の蓄積／放出は代謝制御が関与することが報告さ

れていることから（Neumann et al. 2000）、クエン酸放出を戦略とする酸性土壌耐性植物
の開発を行っている。 
我々はニンジンの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、根からクエン酸を放出することによ
り酸性土壌での栄養吸収と生育が改善されることを証明している（Suzuki et al. 2003）。ま
た、これらの遺伝子組換え樹木の実用化で問題となる遺伝子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ことによって、組換え遺伝子

の拡散を防止する方法（図１）を提案している。そこで、酸性土壌が問題となるブラジル

の事業環境において、開発した酸性土壌耐性ユーカリの実用性を評価する試験を計画した。

昨年度から組換え宿主ユーカリ（非組換え）のブラジル土壌に対する生育応答解析を実施

すると共に、本年度は遺伝子組換え生物の取扱い規制を定めた国際条約「カルタヘナ法」

に従って組換え体をブラジルに輸出し、ブラジル土壌における遺伝子組換えユーカリのリ

ン吸収とアルミニウム耐性の関係の評価、菌根菌との関係における遺伝子組換えユーカリ

の生育評価を開始した。 
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図 1：酸性土壌耐性のユーカリ（地下部）に野生型ユーカリを接ぎ木して組換え遺伝子の
拡散を防止（Suzuki et al. 2003） 
 
 
２． 実験材料及び方法 
２．１  ブラジルにおける組換え実験の許可及び輸入許可の取得 
ブラジルにおける遺伝子組換えユーカリの輸入及び実験は、日本の国内法カルタヘナ法お

よびブラジル国内法に従って、表１の手順で行った。 
1. 2006年 5月：ブラジル・ヴィソーザ連邦大学 Universidade Federal de Viçosa (UFV)
の組換え実験委員会 CIBio (Comissão Interna de Biossegurança – Biosafety Internal 
Comission)に実験計画書を提出し、翌月 6月に承認を得た。 

2. 2006 年 6 月：実験申請および実験に使用する施設の申請 CQB (Biosafety Quality 
Certificate)をブラジル国家生物安全委員会 Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio)に提出した。 

3. 2006年 8月：ブラジル農務省（MAPA）に遺伝子組換えユーカリの輸入に関する申請
を行った。ユーカリはブラジルでは輸入禁止植物になっており、また、遺伝子組換え

であることもあり、MAPAでの審議は CTNBioの結果を受けてから行われた。 
4. 2006年 11月 24日：ブラジル生物安全技術委員会 CTNBioがユーカリの本件実験の承

認、使用する実験施設の承認、さらに組換え体の輸入を承認した。1週間後に官報公示
があり、ブラジル農務省（MAPA）での輸入に関する審議が始まった。 

5. 2006年 12月 26日：ブラジル農務省（MAPA）が輸入を許可した。 
6. 2006年 1月 17日：組換えユーカリの輸出、植物検疫（Cenargen – Brasília） 
7. 2006年 2月 3日：組換えユーカリがヴィソーザ大学に到着 
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表 1： 実験および輸入に関する許可、承認のタイムスケジュール 
時期 内容 

2006年 3-4月 輸入手続き書類の作成を開始 
5月 ヴィソーザ大学 CIBio (UFV)に実験申請手続き 
6月 ヴィソーザ大学 CIBioが実験承認  
 ブラジル生物安全技術委員会（CTNBio）に実験申請 
 組換えユーカリの増殖と接ぎ木を開始（森林研） 
8月 ブラジル農務省（MAPA）にユーカリの輸入申請 
11月 24日 ブラジル生物安全技術委員会が実験と組換え体の輸入を承認

11月 30日 官報公示およびブラジル農務省への報告 
12月 20日 土壌サンプル収集 
12月 26日 ブラジル農務省（MAPA）がユーカリの輸入承認 
2007年 1月 17日 組換えユーカリの輸出 
1月 25日 組換えユーカリのブラジル到着 
1月 26日 ブラジリアでの通関を終了、植物検疫の開始 
2月 3日 組換えユーカリがヴィソーザ大学到着 
2月 9日 植物検疫が終了し、ヴィソーザ大学で順化処理を開始 
2月 20日 温室への移植を開始 
2月 20日- 3月 20日 土壌調製及び微生物調査の実施 

 
２．２  輸出植物の組織培養及び順化 
植物検疫後にヴィソーザ大学 Bioagro (UFV-Viçosa)に輸送した植物は、順化培地（順化
用資材（Plantmax：Cocconut Fiber＝30g：4g / pot）、液体培地（12.5 mL 4倍希釈 B5
液体培地）に無菌的に移植し、27±4ºC、16時間日長の培養環境で栽培を行った。微生物に
よる汚染が見られた個体はアンチホルミン（hypochlorite (5%) solutions for 5 min、
washing for 3 times in sterile water）で殺菌処理し、新たな培地(Coconut fiber 18g, 12.5 
ml of4倍希釈 B5 medium / pot)に移植した。健全な個体は順次、発根用の砂質土壌に移植
した後、組換え体用のミスト温室（nebulization）で栽培を継続した。 
 
表 2: 実験区 

Exp. 1  Levels 

Factor   1 2 3 4 5 

Soil type 2 Latosol Cambisoil    

Al 2 Low High    

Material 5 GUT5 GUT5/GUT5 CS19 CS19/GUT5 CNB clone 
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P 5 Low   Average  High  

Replication 4           

Total 400      

 

Exp. 2 
  

 

Level 
    

Factor   1 2 3 4 5 

Soil type 1 Latosol     

Al 2 Low High    

Material 5 GUT5 GUT5/GUT5 CS19 CS19/GUT5 Clone CNB 

P 2 Low High    

Replication 4           

Total 80      

 
２．３ 土壌調製  
 ユーカリの栽培試験に使用する土壌は、ミナスジェライス州のユーカリ植林地を代表す

る２種の土壌を使用した。土壌サンプルは石灰 CaCO3:MgCO3 (4:1)を用いて酸性度を調整
し、リン酸施肥効果に関してはリン酸を添加して、リン含量を調整した。pH補正は塩基飽
和度を基に Furtini Neto et al. (1996)の方法で行った。また、各土壌サンプルに対して、100 
mg/dm3 N、100 mg/dm3 K、45 mg/dm3 S、4 mg/dm3 Zn、0.81 mg/dm3 B、1.33 mg/dm3 Cu、
3.66 mg/dm3 Mn、0.15 mg/dm3 Moの基本施肥を行った。リン施肥は、各実験区に対して、
Experiment 1 - cambisoil: 0, 30, 60, 120, 240 mg/dm3、latosoil: 0, 45, 90, 180, 360 mg/dm3 
Experiment 2 - cambisoil: 30, 60 mg/dm3、latosoil 45, 90 mg/dm3で行った。栄養成分は

リン  (H3PO4); 窒素  (CH3COONH4); カリウム  (KCl); イオウ  (K2SO4), 亜鉛 
(ZnSO4.7H2O); ホウ素 (H3BO3); 銅 (CuSO4.5H2O); マンガン (MnSO4.H2O); モリブデ
ン (NH4)6Mo7O24.4H20を使用した。 
 
２．４ 微生物分析 
２．４．１ 土壌サンプル 
微生物分析のための土壌サンプルは、施肥と酸性度補正を行った 5 日後に収集した。全
ての実験区から 300gずつ 2サンプルを回収し、微生物分析を行うまで 5℃で保存した。 
 
２．４．２ 分析方法 
微生物分析、生化学分析は以下の方法で行った。①Carbon and nitrogen microorganism 

biomass、②Acid and alkaline phosphomonoesterases activity (Tabatabai et al. 1994)、
③Glycosidase activity (Eivazi & Tabatabai 1988)、④Fluorescein diacetate (FDA) 
hydrolysis assay (Alef 1995)、⑤Potential nitrification（Belser, 1979）、⑥CO2 emission 
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(Anderson & Domsch, 1985)、⑦Mineral nitrogen content、⑧Counting of cultivating 
populations of bacteria、⑨Counting of cultivating populations of fungi、⑩Counting of 
cultivating populations of actinomycetes、⑪Microbiological carbon biomass (CBM) 
(Vance et al. 1987)、⑫Microbiological nitrogen biomass (NBM) (Joergensen & Brookes 
1990) 
 
３．結果及び考察 
３．１ 組換えユーカリの輸出及びブラジルにおける実験植物の養成 
 ブラジルの遺伝子組換え実験を承認するブラジル政府機関（ブラジル生物安全技術委員

会：CTNBio）が組織されるのに時間を要したため、酸性土壌耐性ユーカリの輸出入が計画
よりも遅れた。その結果、2007年 1月 17日に輸出を行い、2007年 2月 9日からブラジル
での組織培養を開始した（表１）。 
 組換えユーカリの評価に必要となる組換え温室に関しても、実験の計画と同様に CTNBio
から承認を受けて、ブラジルの遺伝子組換え温室の基準に沿って完成した（図２）。 

 

図２：Greenhouse with CQB certification for Eucalyptus transgenic plants. A) General 
view, B) Greenhouse is maintained locked, C) Intern view and irrigation system, D) 
Water storage structure, E) water draining to box, which contends a filter to hold back 
eventual leaves, F) Shadow preparation for adaptation of plants at the beginning of the 
experiment. 
 
 日本から輸入したユーカリ（GUT5, CS19, GUT5/CS19, GUT5/GUT5）は輸送期間（18
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日間）に遮光、密閉と一部高温（30℃以上）保管にさらされたことから、多くの個体の先
端部が枯れ下がる障害（図３Ａ）を受けたが、障害部分を切除した後、順化培地での養成

を行った（図３Ｂ－Ｇ）。順化後、発根を確認できた個体（GUT5：106 個体、CS19：97
個体、GUT5/CS19：115 個体、GUT5/GUT5：118 個体）から順次、土耕栽培に移行した
（図４）。今回の輸出では、比較的大きな個体に先枯れのダメージが見られた。輸送に要す

る期間が長いことを考慮すると、呼吸量の少なく、環境変化に適応できるような組織培養

物で輸出する方が安全性が高いと考えられる。 

 
図３：Acclimatization process. A) weak plant condition in recovery step. B) Cut oxidated 
part and transference to new acclimatization medium (C); D-G) healthy plants in 
acclimatization media after 5-days culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４：Acclimatization phase of clones CS19 in the greenhouse (A), micrograftings 
GUT5/CS19 (B) and GUT5/GUT5 (C). Line (1) in vitro culture – acclimatization medium. 
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Greenhouse condition after 3-days in vermiculite (2) and after 10-days (3). These plants 
were transferred to greenhouse on March 5, 2007. 
 
３．２ 土壌調製及び土壌分析 
３．２．１ 供試土壌の採取 
 事業現場での実用性を評価するために、供試する土壌はブラジルの事業植林地から採取

した。ブラジル・ミナスジェライス州のユーカリ林 24地点から土壌サンプルを収集し、そ
の化学特性（表３Ａ）と物理特性（表３Ｂ）を調査した。ミナスジェライス州のユーカリ

植林地の土壌は、酸性土壌の中でも Red Cambisoil と Yellow Latosoil に大別され、
Cambisoilがミナスジェライス州の丘陵地帯で見られる主要な酸性土壌である。供試土壌は
リン含量が少なく、アルミニウム含量が高いこと等を基準にして、表３青字で示した土壌

を供試することとした。組換え植物の栽培試験に供試した土壌は、図５に示すように採取、

調製を行い、採取土壌の化学特性、物理特性を分析した（表４）。 
 
３．２．２ 供試土壌の調製及び分析 
 栽培に使用する土壌は表２の実験区に従って調製した。それぞれの実験区に施肥及び石

灰の投与（ライミング）を行い、得られた実験土壌を化学分析した結果を表５に示した。

この表の各実験区で可溶性リン含量（可給態リン含量）と可溶性アルミニウム含量を明ら

かにした。また、各土壌サンプルに添加したリン含量と可溶性リン含量の関係を図６に示

した。回帰分析の結果、添加したリン含量と可溶性リン含量には高い相関があることが分

かる。また、両土壌（Red Cambisoilと Yellow Latosoil）はリンの特性において大きな差
があり、Red Cambisoilはライミングによって可溶性リン含量がライミングを行わなかった
場合より減少した。これは添加した Ca2+とリンが反応して不溶化したことが原因と考えら

れる。ライミングによって両土壌の pHは中性側にシフトし、ライミングが適当であること
が分かる。このライミングで重要なことは、可溶性アルミニウム含量（Al3+）が抑えられた

こと、アルミニウム飽和度（m）が抑えられており、これらの実験区においては供試植物に
対するアルミニウムによる害が低減されていることを意味する。 
 この土壌分析は土壌サンプル調整の直後に行われたものであり、特に、可溶性リンは土

壌成分との相互作用があることから実験ポットの土壌では土壌の安定化が必要であると考

えられる。しかし、この土壌調整によって、栽培実験の開始時における各実験区の可溶性

リン含量、pH、可溶性アルミニウム含量に変化を与えることができたことを確認した（図
７）。 
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図５：Soil collection and preparation. A) Soil collection, B-D) Drying and storage of red 
Cambisoil and Yellow Latosoil, E) Soil preparation, F-H) Storage of prepared soil for 
experiment. 
 
表４：Soil analysis before the fertilization and liming procedures. 

Soil  

Type 

pH 

H20 
M.O.  P K+ 

Ca2

+ 
Mg2+ Al3+

H+A

l 
SB t T m V P-rem.

      mg/dm3                           cmolc/dm3            %       mg/L

Latosoil 4.4 0.9 0.0 9 0.0 0.0 0.9 5.45 0.02 0.92 5.47 98 0 14.9 
Cambisoil 4.6 0.3 0.2 6 0.1 0.0 0.9 2.64 0.12 1.02 2.76 88 4 33.4 
               

Soil  

Type 
Zn Fe Mn Cu B S Clay Silt 

Thick 
sand 

Thin 
sand 

Soil Classification 

  mg/dm3                                    

Latosoil 0.1 106.9 1.2 0 0.87 54.96 67 6 15 12 High clay amount 
Cambisoil 0.4 73.6 4.2 1.5 0.55 32.89 37 17 21 25 Clay/sand soil 
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表５： Soil analysis results after the nutrition and liming effects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６： Regression analysis between the available P (P soil) content and the P doses 
(mg/dm3) added in each one of the soil treatments according to the soil type: A – Without 
liming treatment, B- With liming treatment. 
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図７：Liming results of pH, Al3+ content and saturation and Ca2+ content and saturation. 
 
３．３ 微生物分析 
 ブラジルでは事業植林環境における生育特性評価と生物多様性影響評価（環境影響評価）

の両観点から行う。環境影響評価では組換え植物と非組換え植物が土壌微生物に与える影

響を評価するが、本年度は栽培前の土壌微生物を分析した。 
微生物分析の結果、微生物量は両土壌において低い値を示している（表６）。これは土壌中

の有機物が少ないこと（Red cambisoil: 0.3 %、Yellow latosoil: 0.9 %）と、比較的深い地
層（Horizon B）から土壌サンプルを採取していること、採取した土壌を十分に乾燥させて
いることに起因していると考えられる。 ホスホモノエステラーゼ（Phosphomonoesterase）
は特異的な活性パターンを示し、cambisoilにおいて可溶性リン含量が高い実験区では酸性
ホスホモノエステラーゼが低く、アルカリ性ホスホモノエステラーゼが高い傾向がある（図

８）。一方、latosoil では、酸性ホスホモノエステラーゼ、アルカリ性ホスホモノエステラ
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ーゼ共に異なる活性パターンを示し（図９）、両土壌のリン特性の違いを明らかにすること

ができた。一般的にホスホモノエステラーゼは土壌の有機リンを加水分解する酵素であり、

リン吸収を考える上で重要な要素である。ホスホモノエステラーゼ活性はオルトリン酸に

よって阻害されるが、cambisoilにおいてアルカリ性ホスホモノエステラーゼ活性が可溶性
リン含量の増大によっても阻害されなかったことは予想外の結果であった（図８）。酸性ホ

スホモノエステラーゼ活性がアルカリ性ホスホモノエステラーゼ活性より高いことは酸性

土壌の特性となっている。Fluorescein diacetate（FDA）加水分解法(Alef 1995)は微生物
相の活性測定や環境サンプルにおける総合的な微生物活性を推定する方法であり、リパー

ゼ、エステラーゼ、プロテアーゼに分類されるいくつかの酵素活性から微生物の活性を推

定できる。 
 微生物に由来する炭素と窒素のバイオマスは土壌中のバイオマスに相当し、土壌の有機

炭素の 2～5％程度存在する。本研究では土壌中の有機物量が少なかったため、この関係を
見ることはできなかった。微生物量の計測では、土壌調整後の日数が短いこともあり、カ

ビ類や放線菌類の総数が検出限界に近い（表６）。細菌類の総数に関しては、106～108 UFC 
g-1 土壌存在したが、リン施肥が過剰となると減少する傾向が見られた。最後に、今回は微

生物分析を土壌のライミングと施肥処理した数日後に行い、微生物相が平衡状態に達する

には少し時間が必要と思われるが、この微生物分析の結果は実験開始前のデータとして使

用する。 
 
４ 結論及び今後の研究課題 
 本年度はブラジルでの酸性土壌耐性ユーカリの評価試験として、以下の結果を得た。 
１． 組換え植物の輸入時期が遅れ、輸送に要する時間がかかったことから、輸出植物のダ

メージは大きかったが、組換え植物はカルタヘナ法に従いブラジルに輸出できた。 
２．  土壌サンプルはブラジルにおけるユーカリ植林地の土壌条件を考慮して、低リン

含量と高いアルミニウム含量の土壌を選択して収集した。 
３． 土壌サンプルを調整した10日後に施肥とライミングの状況を確認する土壌分析を行い、

ユーカリの生育試験を行うのに適当な土壌であることを確認した。 
４． 直接法と間接法によって微生物分析を行い、栽培試験開始前のデータを収集した。 
 
これらの結果を基に、今後の研究課題として、ブラジルの事業植林地の土壌を用いて、

以下の評価試験を予定している。 
評価試験１として、リン酸施肥量および酸性土壌条件を変動させた実験区で形質転換体、

非形質転換体、接ぎ木、事業クローンを栽培し、①生長性評価（地上部、地下部）、②リン

の取り込み量及び成分組成の評価し、③土壌微生物に対する影響を評価する。これらの結

果を④生物多様性影響評価としてまとめる。また、ユーカリ植林で生態学的に重要性が指

摘されている菌根菌に対する影響を評価するため、評価試験２として、人為的に菌根菌を
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形質転換ユーカリに接種し、①生長性と養分吸収に与える菌根菌の効果を評価し、②土壌

微生物相との関係においてリン酸吸収の影響を評価する。これらの結果を③生物多様性影

響評価としてまとめる。 
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図８： Phosphomonoesterase content in relation to P fertilization in the Red Cambisoil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図９： Alkaline Phosphomonoesterase content in relation to P fertilization in the Yellow 
Latosoil. 
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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法制に
対応した環境安全性評価（生物多様性影響評価、以後は用語の統一のため環境安全性評価）

を確立し、これを産業利用へのモデルにすることを目的の１つとしている.  平成１８年度
は次の３項目について研究を行った。 
 
i)形質評価法の確立と選抜 
 実用環境での栽培を念頭に、昨年度設置された特定網室において遺伝子組換えユーカリ

の形質（耐塩性）を評価するシステム構築を行った。本耐塩性評価・選抜システムを用い

て、現在までに４４系統のマングリン遺伝子導入ユーカリの選抜試験を進めてきた。この

うち、５系統で明確な耐塩性が認められている。耐塩性の再現性を確認した後、詳細な評

価試験を行う系統として特定網室での栽培を進める。 
 
ii)選抜系統の環境安全性評価試験 
 耐塩性評価システムにより選抜された５系統のうち、特定網室で１年栽培された２系統

について、第一種使用申請に必要な環境安全性評価の一部を先行して行った。その結果、

遺伝子組換え体と非組換え体との間には有為な差が認められなかった。 
 
iii)環境安全性評価技術の検討 
 耐塩性という観点から必要な環境安全性評価項目について検討するため、土壌微生物相

への影響について評価を行った。当該遺伝子組換えユーカリは耐塩性系統の選抜段階であ

り、また、他の遺伝子組換えユーカリでも、十分な個体数、系統数を確保することが難し

いため、先行して耐塩性遺伝子組換えジャガイモを用いて、土壌微生物に対する環境安全

性評価について耐塩性評価事例の検討を行った。評価項目は、これまでに関連研究で分子

生物学的手法として推奨された RISA 法による多様性影響評価や土壌微生物を機能的側面
から評価する土壌酵素活性測定を用いた。土壌酵素活性測定の結果から、塩水潅水による

影響が大きい手法があり、環境要因と組換え体栽培のどちらが土壌微生物に与える影響が

多きいのか、今後、さらなる評価・検討が必要であることが明らかとなった。 
以上から耐塩性遺伝子組換えユーカリの特定網室における安全性・形質評価技術の大枠を

確立したが、項目３にあげるように、マングリンは新規の遺伝子であるため、実質的同等

性を細心に検討するため、土壌微生物影響評価についての今後の焦点科は必要である。 
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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日本製紙を中核として東
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日本製紙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 安 全 性 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
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, 環境安全性評価を開始した.  
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結果 
 
i)形質評価法の確立と選抜 
a) 耐塩性評価系 
実用環境での栽培を念頭に、昨年度設置された特定網室（図１）において遺伝子組換え

ユーカリの形質（耐塩性）を評価するシステム構築を行った。日本製紙より譲渡を受けた

遺伝子組換えユーカリを閉鎖系温室で馴化させた後、特定網室での馴化を行う(図２)。譲渡
後、約 2 ヶ月後の苗木について、耐塩性選抜試験法の検討を行い、自動潅水システムによ
り時間の適時性、塩水の量および根元に施用することによる土壌からの塩害を評価する方

法など再現性のとれる安定した評価系の原型を決定した(図３)。非組換え体を用いた塩濃度
の検定を行い(図４)、植物体の生死を確認する期間を含め選抜手法の全容を決定した。塩水
濃度は海水とほぼ同程度の濃度である 600mMを毎日 100ml自動灌水機にて灌水し、塩水
灌水の期間は天候に左右されることもあり定めず、コントロール植物の半数が枯れるまで

の期間とした。その後、ポット内に蓄積した塩を洗い流し、通常灌水で 3週間栽培を行い、
植物の回復を確認する（図５）。組換え体の選抜を行う前に、本システムを用いてコントロ

ールとする非組換え体の系統選抜を行い、標準系統は CML2に決定した（図６）。スクリー
ニング、苗増殖および反復試験については、労力の効率化ができてきた。当該システムに

より、潅水量及び時間の自動化や精度化を促進でき単純作業の省力化が促進された。 
 
b) 組換え体の耐塩評価性 
本耐塩性評価・選抜システムを用いて、現在までに４４系統（うち１３系統は試験中）

のマングリン遺伝子導入ユーカリの選抜試験を進めてきた（図７）。このうち、５系統で明

確な耐塩性が認められている（図８、９）。耐塩性の再現性を確認した後、詳細な評価試験

を行う系統として特定網室での栽培を進める。次年度についてただし、選抜系統の集中評

価については、今後個別の評価が必要であり、ここには、今年は省力化できた作業員等の

人件費の投資が必要である。塩水を葉に直接散布するなどの異なる塩ストレスの状況につ

いては、植栽対象地と照らし合わせ検討する。 
 
c) 導入遺伝子の安定性確認 
日本製紙から譲渡を受けた、特定網室において約 1 年間栽培された遺伝子組換えユーカ
リについて、その導入遺伝子の安定性を一部の系統について調査した。遺伝子組換え体よ

り葉の一部を採取しゲノム DNAを抽出した。マングリン遺伝子の存在の有無を確認するた
め に 、 マ ン グ リ ン 遺 伝 子 の コ ア 部 分 を 増 幅 す る プ ラ イ マ ー セ ッ ト 、

mang16(F):CTTCTAGATGAAGGTGGTCGGCCCTGCAAG ， mang86(R) ：

ATACTCGAGTTACTATTGAACTTTGGTGGGTCTTGA (Yamada et al. 2002)を用い、抽
出した DNAを鋳型として PCR分析を行った（図１０）。その結果、調査した全ての系統に
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おいて組換え体は目的のマングリン遺伝子を検出することが出来た。樹木ではしばしば枝

変わりの現象が知られており、腋芽における導入遺伝子の安定性を検証することが重視さ

れる。今回、導入遺伝子の安定性を確認する個体については、意図的に剪定を行い、腋芽

が成長した新しい枝についた葉について解析を行った。これらの結果から、枝変わり等に

より導入遺伝子が欠落するような現象は認められなかった。 
 
d) 耐塩性とプロモーターについて 
耐塩性評価の結果について供試系統数にばらつきがあるが、異なる４つのコンストラク

ト由来ごとの組換え体グループのそれぞれの耐性平均をみると35S-Coreで低かったものの、
それ以外は大きな差異はなかった。一方、個体別にみると、顕著な耐性を示すもの 5 系統
があり、これら耐塩性の５系統は MC8 のプロモーターを持つものであった(図１１)。これ
らから、ユーカリに耐塩性を付与する際においてはMC8プロモーターが 35Sプロモーター
に比べ有効なプロモーターであることが考えられる。 
 
e) 耐性と遺伝子発現について 
系統数が多く、高い耐塩性を示す系統が含まれるMC8-Fullのグループにおいて、予備的
にではあるが、耐塩性の強度と発現遺伝子量の間に何らかの相関があるのかについて検討

するため、耐塩性の高い系統 2 つ、ほとんど耐性を示さない系統 2 つ、若干耐性を示す系
統 1つを選び、RT-PCRによる遺伝子発現の程度を調査した（図１２）。その結果、発現量
について遺伝子組換え体間の顕著な差が認められなかった。現在のところ、遺伝子の発現

量と耐塩性の間には相関が認められなかったが、別の導入コンストラクトを試すことも必

要であると考えられる。さらに、サンプルの取り方（サンプル取得部位や一日の内でのサ

ンプル時間）、耐塩性付与に関わる他の遺伝子を同定し、その相互関連にかんする調査も必

要であることが考えられた。 
 
ii)選抜系統の環境安全性評価試験 
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

確立を行っている。本年度は、昨年度より開始し今年度省力化を含めた耐塩性評価システ

ムにより選抜された５系統のうち、RITEプロジェクト温室(特定網室 E)で１年栽培された
遺伝子発現や成長が安定していると考えられる２系統について、第一種使用申請に必要な

環境安全性評価の一部を先行して行った。その結果、遺伝子組換え体と非組換え体との間

には有為な差が認められなかった（図１３）。 
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（図１４）。今後はさらなる定量評価を
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行い第一種使用申請に資する情報を充実する。 
また、他感物質の評価法については、昨年度よりさらなる改良を加えた植物材料由来の

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（図１

５）。 
 
iii)環境安全性評価技術の検討 
 耐塩性系統の選抜が進み、第一種使用へ向けての必要要件を整える段階に入りつつある

現在において、第一種使用の際に必要とされる新たな評価項目を明確にしておく必要があ

る。特にこれは法制上必須なものではないが、海外植林に向けては塩環境における環境安

全性評価項目をこなしておく必要性がある。しかし現段階においては、耐塩性遺伝子組換

え体に特化して行われる評価項目の特定すら無いのが現状であり、 当研究は世界に煎じ

てこれらの要素及び具体的な手法等を検討している。そこで塩ストレス環境下・耐塩性と

いう観点から必要な環境安全性評価項目について検討するため、土壌微生物相への影響に

ついて評価を行った遺伝子組換えユーカリでは、十分な個体数、系統数を確保することが

難しい。よって、実際の技術検討に入る前段階として、塩環境に適合する環境安全性評価

項目を予備選抜することを目的に、先行して耐塩性遺伝子組換えジャガイモを用いて、土

壌微生物に対する環境安全性評価について耐塩性評価事例の検討を行った。RISA法による
多様性影響評価や土壌微生物を機能的側面から評価する土壌酵素活性測定を用いた。土壌

酵素活性測定の結果から、塩水潅水による影響が大きい手法があり、環境要因と組換え体

栽培のどちらが土壌微生物に与える影響が多きいのか、今後、さらなる評価・検討が必要

であることが明らかとなった。 
 
iv) その他 
a) 海外でのフィールド試験の検討 
海外での樹木バイオテクノロジーについての規制状況と組換え体の植栽可能性について生

物多様性条約等で、樹木バイオテクノロジーについて規制が必要であるかどうかの検討が

あり、これに対応して世界の概況を年度末に向けて調査した（別表 I）。これと照らし合わ
せて昨年の訪問調査から、パキスタンやインド等での植栽試験は可能性大であり将来の大

規模栽培の候補地としても今後の検討を推奨する。一方、台湾やブラジル等では規制の内

外差別や複雑性で容易に日本の産物がほ場に出せる可能性は低いことが個別情報や論文で

わかった。 
 また昨年と同様随時機会があるたびに、各国規制担当者に聞き取り調査を行ったこの場

においては、昨年と同様の見解が得られた。ブラジル等では、共同研究は可能であるが、

実験室から組換え体材料をたちあげるにしても、最終的意図は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
行うように強く指摘を受けた（渡邉 2006）。また今後は、栽培についての運用法などの検
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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)。 
また、Ｈ１９年２月に、インドを訪問し BioAsia2007 に参加し、 樹木バイオテクノロジ
ーの現状や規制状況を俯瞰した。樹木組織培養に関わる苗生産技術はかなり確立されてお

り、品種・遺伝子型によっては、E. camaldulensisや E. globulusでもmicro-propagation
が可能であることがインドバイテク企業から述べられたが、技能については裏付け調査が

必要である。単価は、チークやアブラギリでは、約 15cm 程度の試験管苗は、日本円で、
約 90円／組織培養苗となっており、100,000苗を納期８週間程度で用意できるとのことで
あった。実績調査等も必要であると考えられる。 
 
b) 遺伝子組換えのパブリックアクセプタンスへの対応 
文献調査や学会等での情報収集により、NGO や組換え反対市民に対する対応を考慮した
（佐々・渡邉 2006）。 
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図１．筑波大学遺伝子実験センター環境安全性評価温室Ｅ（RITE project 特定網室） 

図２． 組換え体の譲渡から網室への馴化 
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図３．実験サンプルと耐塩選抜試験の方法 

図４． 非組換え体 E. camaldulensis を用いた選抜条件の設定 



 156

図５．特定網室における耐塩選抜試験の方法 
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図６．標準非組換え体の選抜 

 
図７． 耐塩性選抜試験 
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図８． 耐塩性選抜結果一覧 
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図９． 選抜耐塩性系統 
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図１０． mangrin 遺伝子の導入確認 
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図１１． 導入コンストラクトの違いと耐塩性 
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図１２． mangrin 遺伝子の発現確認 
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図１３．選抜系統の環境安全性評価(他感物質検定) 
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図１４． 遺伝子組換え体の形態 



 165

図１５． 改訂サンドイッチ法によるアレロパシー検定 
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E： 樹木のストレス耐性評価技術、CO2固定評価技術、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)  

 
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、（１）RITEの森 PartIIとして、乾燥（ドラ
ウト）被害地の地区での植栽密度による影響調査と（２）RITEの森の生育調査を行った。 
 
（１）RITEの森 PartII 
土壌調査 
植栽地としては、比較的保水力の低く、乾燥（ドラウト）で合計 20ha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。植栽地におい
ては、実生苗が植栽されており、それらの伐採作業後、同時に発芽防止の作業も実施した。

また、リン・硫黄・カルシウム・銅・亜鉛を配合した粒上肥料を植栽地全面にに散布した

（図２）。 
 
 
 
 
 
 

図２．Mounding作業終了後 
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、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。 

5箇所において、サンプリングを行った。ほとんどの箇所で、表層では灰色の砂上であっ
た。図３に土壌調査の詳細を示す。また、土壌の色合いに関しては、“Munsell Soil Color 
Chart 1994"による。 

表 1.Hole１の土壌調査 

Landscape position  lower   Land shape  even  Roughness smooth      
Surface rocks   ironstone Size  2 to20mm  Abundance  few 
Aspect   90         Slope%  3 

Depth 
mm 

Colour Gravel% Texture Structur
e 

Hardnes
s 

Moisture Roots 

200 2.5Y52  S G L M Abund
700 2.5Y83  S G L M Abund
1900 2.5Y78  S G L M Few 
2500 2.5Y74 2.5YR54 50%IS CS G Lumpy M Com

m 
3200 2.5Y82 2.5YR54 20%IS CS+ G Lumpy M Com

m 
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図３．土壌調査 

 

図４．土壌調査（色彩調査） 
表２．Hole２土壌調査 
Depth 
mm 

Colour Gravel% Texture Structur
e 

Hardnes
s 

Moisture Roots 

150 2.5Y52  S G L M Abund
500 2.5Y71  S G L M Few 
1000 2.5Y81  S G L M Few 
1300 10YR76/54 Soft 

OP 
 S G L M Com

m 
1900 10YR76  S G L MtoW Com

m 
2300 5Y81  MS MS L FW Few 
3300+ 10Y81 20%Q SMC SlV S MtoW Few 
Landscape position  lower   Land shape  even  Roughness smooth      
Surface rocks   ironstone Size  2 to20mm Abundance  few 
Aspect   90         Slope%  3 
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図５．土壌調査 

 
図６．土壌調査（色彩調査） 

 
表の略語 
Site Description  
Aspect. Degrees from North. 90degrees=east, 180degrees=south, 270degrees=west, 
0degrees=north. 
Slope. Slope in %. That is, change in elevation in meters for each meter distance. 
100%=45 degrees. 
 
Soil Description. 
Depth.    Depth in millimeters to the bottom of the described horizon. 
 
Color .   Dominant color or matrix color of horizon. Expressed as Munsell colors as 
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described in the “Munsell Soil Color Chart 1994.” 
Example 5Y32 is Hue= 5Y, Value= 3, Chroma= 2. This color is described as 
Olive gray. 

"Gravel%. Percentage of horizon by weight that is gravel or rock fragments. Type of 
fragment in brackets. IS=ironstone, R=parent rock fragments, Q=quartz." 

"Texture. In order of increasing clay content. 
  S=sand, LS=loamy sand, CS=clayey sand, SL=sandy loam, L=loam, ZL=silty 

loam, SCL=sandy clay loam, CL=clay loam, CLS=clay loam sandy, ZCL=silty 
clay loam, LC=light clay, LMC=light medium clay,MC=medium clay, 
MHC=medium heavy clay, HC=heavy clay. Modifiers K=coarse, F=fine when 
describing sand. -=lighter, +=heavier when describing clay content." 

Structure. G=single grain, V=massive, W=weak, M=moderate, S=strong. 
Hardness. L=loose, S=soft, F=firm, H=hard, VH=very hard, #=impenetrable with 

backhoe. 
Moisture. D=dry, SlM=slightly moist, M=-moist, W=wet, FW=free water. 
Roots. N=none, F=few, C=common, Ab=abundant. 
 
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
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４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。植栽のマップと植栽の状況を図７に

示す。また、植栽時の状況を図８．９に示す。 
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 J025 乾燥耐性により選抜された系統 
 M001 乾燥耐性により選抜された系統 
 M075 耐塩性により選抜された系統 
 NP1 高成長性と考えられる系統 
 Control 実生苗 

図 7. ＲＩＴＥの森 IIの植栽図 
＊sph：1haに植栽している樹木の本数 
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図 8.ドラウト被害地における植栽の様子 

 
図 9.植栽状況 

生育状況 
 本年度は、例年に比較し降雨量が少なく（表３）、苗木の生長は例年に比べ格段に低い。

生存率についても、若干枯死する苗木が見受けられる(図 10)。 
 

表３．気象概要 
 降水量 （過去平均） 年累計（過去平均） 差違 
７月 80mm (106mm) 187mm (370mm)  -183mm 
８月 69mm (89mm)  256mm (459mm)  -203mm 
９月 44mm (70mm)  300mm (529mm)  -229mm 
１０月 20mm (36mm)  320mm (565mm)  -245mm 
１１月  2mm (21mm)  322mm (586mm)  -264mm 
１２月 13mm (18mm)  335mm (604mm)  -269mm 
１月 13mm (19mm)  30mm (16mm)      -6mm 
*過去の平均は 1996-2005年の 10年平均 
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図 10．枯死した苗 

 
（２）RITEの森 Part I 
各地区の生育調査を行ったので、状況を図 11、12、13、14 に記す。Mringee A:良好地
（20ha）、Mringee B：乾燥（ドラウト）被害地(5ha)、HoneyA,B,C:塩害地(5ha)の３地区
で合計 30ha の植栽をした.本年度は、これらの地域での生育調査を実施した。調査状況を
図 10に示す。図のように、各樹木に番号札をつけ、継続して記録を残せるようにした。ま
た、図 11に調査の結果をグラフとする。各系統において、良好地・ドラウト被害地・塩害
地で生育に差が生じている。本年度の少雨の影響を受け、ドラウト被害地では成長鈍化が

見られている。他の地域においては、順調に生育している。これらの差が、生理学的変化

によるものか、ばらつきの範囲であるのかは現時点では明確ではない。今後、さらに生育

させることにより、影響が明確になると考えている。 

図 11.調査状況 
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    図 12.生育調査結果（7月の調査）  

①：NPI、②：M075、③：M001 、④：実生苗の生育データを示す。 
 

 
図 13．ドラウト被害地の植栽の状況 
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図 14．ドラウト被害地でのM075の植栽状況 

 
考察 
 本課題において、本年度は西豪州に 20haの生育調査と 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。しかしながら、本年度は植栽から期間が短いこ

と、また、昨年度の降雨量が多いことなどからそれらの知見を得ることは困難であった。

本年度は、少雨であるため、それらの影響が本年度の生育（来年度の生育調査で測定する

部分）に関して影響を及ぼすものと考えられる。 
 来年度は、良好地・乾燥被害地・塩害地の 30ha に植栽した苗（RITE の森 I）の大規模
な生育調査を行うことを予定している。本年度は記録的な少雨であり、各地区においての

差が生じ始めている。これらを調査することにより、ドラウトにおける知見が得られるこ

とを期待している。 
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E-2 ユーカリ精英樹の乾燥・塩害地における挙動解析(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 

 日本製紙株式会社 森林科学研究所では、耐乾燥性・耐塩性の高いと思われるユーカリ

（Eucalyptus globulus）精英樹系統を２系統選抜し、2005年7月に、オーストラリア南西部の

乾燥地、塩害地に植栽した。これらの系統は、乾燥地、塩害地でも枯れずに成長した個体

から得られたものである。現在、これらの耐性系統の耐乾性や耐塩性はどのようなメカニ

ズムによるのかは分かっておらず、将来どのようなパラメータを調べれば、容易に耐乾性

や耐塩性の高い系統を選抜できるのかも不明である。本研究では、生理生態学的な手法を

用いて、ユーカリ精英樹系統について、ビニルハウス内でポットに植えた苗個体の成長解

析と、植栽された現地での稚樹の解析を合わせて行うことにより、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、さらには、簡便な選抜方法の開発を目的とした。(1) 植

栽現地における稚樹を用いた生理生態学的解析 良好地と塩害地の２条件区に植栽された

精英樹系統について、2006年6月、11月、2007年2月に、葉のガス交換特性、水分生理特性

と枝レベルでの形態調査を行った。塩害地ではどの系統でも、日中の葉の水ポテンシャル

が下がっていた。ユーカリは生育に伴って発生する葉の形態が変化する。若いうちは丸い

幼形葉、生育に伴い細長い両面葉の成形葉を発生させる。高成長性系統のNP-1では幼形葉

しかつけておらず、他の系統よりも樹冠下部の葉数が非常に多かった。塩害地での葉の気

孔コンダクタンスはNP-1では下がっていた。長期的積算値としての水利用効率を推定する

ために、安定同位体測定のためのサンプリングを行った。(2) 温室栽培個体の成長解析 耐

性系統の２系統（M-001, M-075）と対照として高成長性１系統（NP-1）の計３つの系統を、

対象区（１週間に１度の水やり）、乾燥区（１ヶ月に１度の水やり）、高塩濃度区（毎週300 

mMのNaCl）の３条件で栽培し、約5週間ごとに５回サンプリングした。各器官の乾燥重量、

葉面積、根長などを測定し、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た。また稚樹の完全展開葉

の光合成・呼吸速度、気孔コンダクタンスも調べた。対照区では系統間にはRGRに差がなか

った。ストレス処理を与えると、どの系統でもRGR が下がったが、系統間には差がなく、

耐性系統がストレス下でも成長が維持されているというわけではなかった。どの系統でも

ストレス処理ではNARが大きく下がったが、LARは逆に高くなった。高成長性系統のNP-1

は、他の系統と比較して、地上高が低く、小さい葉を多く持っていた。２つのストレス処

理下では気孔コンダクタンスが大きく下がった。しかし、どの処理区でも耐性系統のM-001

の光合成速度には違いがなかった。 
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緒言 

 

 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り、他の人工的な固定技術よりも低

コストで実現できるという利点がある。しかし植栽面積を拡大しようにも、一旦森林を伐

採すると環境が変化し、降水量が少ない地域では乾燥化や塩類集積が進行し、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

い精英樹系統を選抜し、2005年7月から植栽を開始した。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、大阪大学において2005年度から引き続いた

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

栽現地に、３回訪問し、現場での稚樹の生理生態学的な解析を行い、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 

 2005年度に引き続き、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（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行った。 
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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

行い、現在現場での栽培検証を行っている。 

 雨が多い冬期2006年6月と初夏2006年11月、乾燥する夏期2007年2月に現地調査を行い、測

定とサンプリングを行った。 

 

コリー近郊の植栽地における樹高測定および枝レベルの形態の測定 

 調査を行った2006年6月、11月、2007年2月に樹高計を用いて、2005年植栽地の良好地

（Maringee A）および塩害地（Maringee B）において、各クローンの樹高を測定した。また

根際直径の測定も合わせて行った。また、2006年6月、2007年2月に、樹冠の上部の主幹と

上部、中部、下部の側枝において、葉の数および枝の付け根の直径を測定した。また各枝

における幼形葉と成形葉の数をかぞえた。 

 

コリー近郊の植栽地における葉の光合成測定 

 2006年6月に、2005年植栽地の良好地（Maringee A）および塩害地（Maringee B）におい

て、携帯型光合成測定装置（LI-6400, Li-Cor, USA）を用いて、各3系統の幼形葉および成形

葉の完全展開葉のガス交換速度を測定した。測定光強度を1000 µmol photon m-2 s-1、葉温を

20°Cに設定した。 

 

コリー近郊の植栽地におけ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、2006年6月、

11月、2007年2月に各3系統の展開葉の日中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。また、植栽地で枝をサンプリングし、日本製紙株式会社コリー分室に持ち

帰り、葉に充分水を含ませた後に、Saito & Terashima (2004) に従い、Pressure-Volume曲線を

求め、水分生理パラメータを計算した。 

 

コリー近郊の植栽地における葉のサンプリング 

 2006年6月、11月、2007年2月の各調査において、2005年の良好地と塩害地に植栽された3

系統の展開葉をサンプリングした。 

 

大阪大学豊中キャンパスでの稚樹の成長解析 

 2005年度に引き続いて、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）の地樹の成長解析を行った。昨年度の2005年11月30日からサンプリングと解析
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を始め、１回目のサンプリング（2005年11月30日に実施）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。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（6-10-5, ハイポネックスジャパン，大阪）

を与え、2006年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、2006年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、

2006年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の成長具合を見ながら行った。2005年度は、2005年11月30日、2006

年1月5日、2006年3月15日の３回実施し、2006年度には、2006年5月12日、2006年7月28日に

行った。最終サンプリング前に展開葉のガス交換測定を行った。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。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。葉を複写したコピーはスキャナを用いて144 dpiの解像度でデジ

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た。 

 

 相対成長速度  RGR =
1

W
∆W
∆t

=
1

LA
∆W
∆t

⋅
LA
W

= NAR ⋅ LAR  

 純同化率   NAR =
1

LA
∆W
∆t

 

 葉面積比   LAR =
LA
W

=
LA
LW

LW
W

= SLA ⋅ LWR  

 葉重比   LWR =
LW
W

 

 比葉面積   SLA =
LA
LW

=
1

LMA
 

 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。 
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大阪大学豊中キャンパスでの稚樹の葉のガス交換測定 

 2006年7月の最終サンプリング前に、携帯型光合成測定装置（LI-6400）を用いて、各3系

統の完全展開葉（幼形葉）のガス交換速度を測定した。測定光強度を弱光から飽和光まで

変えて、光—光合成曲線を作成した。葉温を30°Cに設定した。 

 

 

結果と考察 

 

植栽地（Maringee, Collie, WA）におけるユーカリ 

 2005年 7月に植栽されたMaringeeの良好地（Maringee A）と塩害地（Maringee B）の様

子が図 1～4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。2006年 2月の時点で、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。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２）。図３から図５で示され

るように植栽されたユーカリは数ヶ月でかなりの成長を示した。また、高さ成長では良好

地（Maringee A）と不良地（Maringee B）との間には差が見られなかった。 

 

  

図１ 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（Maringee A，左図）と塩害地（Maringee B，右図）の様子。どちらも 2006年 2月に撮

影した。 
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図２ 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

かる。 

 

  

図３ 2005年 7月にユーカリを植栽した良好地（Maringee A, 左図）と塩害地（Maringee B, 右図）の様子。

どちらも 2006年 6月に撮影した。 

 

  

図４ 2005年 7月にユーカリを植栽した良好地（Maringee A, 左図）と塩害地（Maringee B, 右図）の様子。

どちらも 2006年 11月に撮影した。 
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図５ 2005年 7月にユーカリを植栽した良好地（Maringee A, 左図）と塩害地（Maringee B, 右図）の様子。

どちらも 2007年 2月に撮影した。 

 

植栽地におけるユーカリの調査 

 図６の写真のように植栽地で生理生態学的解析を 2006年 6月から本格的に開始した。 

  

  

図６ 2005年 7月にユーカリを植栽した良好地と塩害地における生理生態学的調査の様子。左上図 曽根
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による枝の形態調査。右上図 齋藤による Pressure chamberを用いた日中の水ポテンシャル測定。左下図 

寺島と日本製紙株式会社森林科学研究所 栗本氏による携帯型光合成測定装置を用いた葉のガス交換測定。

いずれも 2006年 6月に撮影した。右下図 日本製紙株式会社森林科学研究所コリー分室での

Pressure-Volume曲線作成の様子。2006年 11 月に撮影した。 

 

植栽地におけるユーカリの形態的特徴 

樹高と根際直径 

 樹高は 2006年 6月には系統間に差が見られなかったが、2006年 11月では良好地、不良

地のどちらの調査地でも高成長性の NP-1が高かった（図７左）。調査地間では 2006年 6月

でも 11月でも不良地の個体の方がどの系統でも高かった。根際直径は 2006年 6月には、調

査地間、系統間には差がなかったが、11月には良好地の方が太かった（図７右）。良好地で

は、ユーカリの先端枝でオウムによる食害が頻繁に見られたことから、不良地の方が高さ

成長が良かったのは、オウムの食害で良好地の樹高が低くなったためかもしれない。 
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図７ 2005年に植栽されたユーカリの樹高（単位：cm，左図）と根際直径（単位：cm，右図）。それぞれ

の図の左側は 2006年 6月に測定したもの、右側は 2006年 11月に測定したもの。色が濃いカラムは良好地

（Maringee A）のデータ、色が薄いカラムは不良地（Maringee B）のデータを示す。平均値と標準偏差を示

した。 

 

枝の形態 

 図８は各枝の成形葉の割合（成形葉数／全葉数）を示す。2006年 6月には高成長性系統

の NP-1にはまだ幼形葉しかついていなかったが、M-075系統では樹冠中部から上はほとん

ど成形葉であった。M-001系統は中間の形態であった。2007年 2月では、M-075系統でも

M-001系統でも樹冠中部から上は殆ど 100%成形葉になっていた。一方、高成長性系統の

NP-1では不良地では樹冠上部に成形葉をつけていたが、良好地ではかわらず幼形葉をつけ

ていた。M-001とM-075では調査地間の差は見られなかった。 

 図９は枝断面積に対する枝についている葉の数（葉数／枝断面積）を示している。2006
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年 6月、2007年 2月のどちらでも高成長性系統の NP-1は、他の系統よりもこの値が高かっ

た。どの系統でも調査地間に明確な差は見られなかった。 

 図 10は枝の最長の長さに対する葉の数（葉数／枝長）を示している。この値が大きいの

は葉と葉の間の節間が短いというよりも、分枝が頻繁に起こっていることを表している。

高成長性系統のNP-1では、分枝が頻繁におこっており、幼形葉が非常に数多くついていた。

M-001とM-075との間には明確な差が見られなかった。2007年 2月のM-075系統では不良

地の方が良好地よりも葉数／枝長の値は樹冠のどの部分でも高い値であった。NP-1や

M-001では調査地間には明確な差は見られなかった。 

 

図８ 2005年に植栽されたユーカリの各枝の成形葉の割合（成形葉数／全葉数）。0はすべての葉が幼形葉

であること、1はすべての葉が成形葉であることを示す。U-Mainは樹冠上部の主幹の枝、U-Lateralは樹冠

上部の側枝、M-Lateralは樹冠中部の側枝、L-Lateralは樹冠下部の側枝のデータである。緑色のカラムが良

好地（Maringee A）、赤色のカラムが不良地（Maringee B）のデータを示す。平均値と標準誤差を示した。 
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図９ 2005年に植栽されたユーカリの各枝の枝断面積に対する葉数（葉数／枝断面積，単位：cm-2）。図内

の記号などは図８と同様である。 

 

 
図 10  2005年に植栽されたユーカリの各枝の最長の枝長に対する葉数（葉数／枝長，単位：cm-1）。値

が大きいのは、分枝頻度が高いことを示す。図内の記号などは図８と同様である。 
 
植栽地におけるユーカリの葉のガス交換特性 

 2006年6月に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



 187

て、各3系統の展開葉の最大光合成速度と気孔コンダクタンスを測定した（図11）。最大光合

成速度は大気CO2濃度下で飽和光（1000 µmol photon m-2 s-1）下で測定した。全体的に、不良

地では良好地よりも最大光合成速度も気孔コンダクタンスも値が低い傾向であった。特に、

高成長性系統のNP-1では不良地の気孔コンダクタンスの値が良好地の6割程度であった。成

形葉と幼形葉とには明確な差が見られなかった。今後はサンプリングした葉のδ13値を調べ、

気孔コンダクタンスの長期的なデータを得る予定である。 
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図 11 2005年に植栽されたユーカリの葉のガス交換特性。2006年 6月に測定した。葉面積あたりの最大光合

成速度（単位：µmol CO2 m
-2 s-1，左図）とそのときの気孔コンダクタンス（単位：mol m-2 s-1，右図）。測定光強度は

1000 µmol m-2 s-1 、葉温を 20℃で測定した。各図の左側のデータ（色の濃いカラム）は（Maringee A）のデータ、

右側のデータ（色が薄いカラム）は不良地（Maringee B）のデータを示す。灰色が NP-1のデータ、青色が

M-001のデータ、緑色がM-075のデータを示す。Jは幼形葉、Aは成形葉を用いて測定した。平均値と標

準偏差を示した。 

 

植栽地におけるユーカリの葉の日中の水ポテンシャル測定 

 2005年植栽地の良好地（図12左 Maringee A）および塩害地（図12右 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。冬期の6月を除くと、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。全般的に、不良地では良好地よりも葉の水ポテンシャルは

低かった。乾燥する2月や11月に比べ、雨期である冬期の6月では葉の水ポテンシャルが高か

った。来年度も引き続きデータをとり、季節変化や系統間や調査地間の差を明らかにして

いく予定である。 
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図12 2005年に植栽されたユーカリの葉の日中の水ポテンシャル（単位：MPa）。左図は良好地（Maringee A）

のデータ、右図は不良地（Maringee B）のデータ。冬期（6月）に葉の水ポテンシャルが0に近づいている

のがわかる。平均値と標準偏差を示した。 

 

Pressure-Volume曲線から得られた水分生理パラメータ 
 図 13から図 17は Saito & Terashima 2004に従って求めた Pressure-Volume法から得られた

パラメータである。水飽和させた葉の重量に対する乾燥重量の比（DW/SW）には、系統間

には差が見られなかったが、乾燥する 11月では雨期である 6月に比べて、どの系統でもど

ちらの調査地でも低い値であった（図 13）。 

 葉の浸透ポテンシャル（ψsat，図 14）と膨圧を失うときの水ポテンシャル（しおれ点，

ψtlp，図 15）のデータでは、良好地では高成長性系統の NP-1が他の系統よりも高い値を示

した。不良地では明確な差がなかった。各系統では調査地間には差がなかった。図 12の葉

の日中の水ポテンシャルの値と図 15のしおれ点の値から考察すると、不良地では良好地よ

りも日中の膨圧がより小さいと考えられる。膨圧の低下により気孔が閉じ気味になり、気

孔コンダクタンスが低下し、光合成が抑制されている可能性がある。 

 膨圧を失うときの相対含水率（RWCtlp）には、明確な季節変化や調査地間の差はなかっ

たが、高成長性系統の NP-1の値が他のストレス耐性系統よりも低い傾向を示していた。 

 体積弾性率（ε）にも明確な季節変化や調査地間の差はなかったが、高成長性系統の NP-1

の値が他のストレス耐性系統よりも低い傾向を示していた。NP-1よりもストレス耐性系統

の葉では、細胞壁の特性が硬い可能性がある。Pressure-Volume法から得られるパラメータ

についても、来年度、引き続きデータをとる予定である。 
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図13 2005年に植栽されたユーカリの葉の水飽和させた葉重に対する乾燥重量の比（DW/SW）。左図は良

好地（Maringee A）のデータ、右図は不良地（Maringee B）のデータ。平均値と標準偏差を示した。 
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図14 2005年に植栽されたユーカリの葉の浸透ポテンシャル（ψsat，単位：MPa）。左図は良好地（Maringee 

A）のデータ、右図は不良地（Maringee B）のデータ。平均値と標準偏差を示した。 
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図15 2005年に植栽されたユーカリの葉の膨圧を失うときのポテンシャル（ψtlp，単位：MPa）。左図は良

好地（Maringee A）のデータ、右図は不良地（Maringee B）のデータ。平均値と標準偏差を示した。 
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図16 2005年に植栽されたユーカリの葉の膨圧を失うときの相対含水率（RWCtlp）。左図は良好地（Maringee 

A）のデータ、右図は不良地（Maringee B）のデータ。平均値と標準偏差を示した。 
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図17 2005年に植栽されたユーカリの葉の体積弾性率（ε，単位：MPa）。左図は良好地（Maringee A）の

データ、右図は不良地（Maringee B）のデータ。平均値と標準偏差を示した。 

 

 
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、昨年度の2005年10月19日に大阪大学豊中キャンパス

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18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18 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

プリングは昨年度には 2005年 11月 30日、2006年 1月 5日、2006年 3月 15日の３回のサ

ンプリング、今年度に、2006年 5月 12日、2006年 7月 28日の２回のサンプリングを行っ

た。図 19は２回目のサンプリング実施時のユーカリ個体を示している。ストレス処理区で

は落葉が起こり、ついている葉でも枯死など目立った影響が観察された。また、５回目に

サンプリングしたときにも、どの系統にも幼形葉しかつけていなかった。 

 

  

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。 

 

ポット栽培ユーカリの葉のガス交換特性 

 ５回目のサンプリングの直前、2006年 7月に携帯型光合成測定装置を用いて、各系統の

展開葉のガス交換速度を測定した（図 20、21）。葉の暗呼吸速度や飽和光下での光合成速度

には、対照区と乾燥処理区には、明確な差がなかった。しかし高塩濃度処理区では、葉の

暗呼吸速度はどの系統でも低下し、光合成速度は、NP-1とM-075では有意に低下した。M-001

系統では、どの処理でも明確な違いはなかった。 
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 一方、飽和光下での葉の気孔コンダクタンスには、ストレス処理による低下が見られた

（図 21）。特に、高塩濃度処理区では対照区に比べ、かなり低下した。対照区では NP-1系

統の気孔コンダクタンスが他の系統よりもかなり高かったが、ストレス処理下では他の系

統よりも低下した。M-001系統でもストレス環境下では気孔コンダクタンスが低下したが、

光合成速度の低下にはつながっていなかった。おそらくM-001系統の葉では細胞間隙のCO2

濃度がかなり低下していたと考えられる。今後はサンプリングした葉のδ13値を調べ、気孔

コンダクタンスの長期的なデータを得る予定である。 
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図20 2006年7月に測定したユーカリ葉の暗呼吸速度（左図，単位：µmol m-2 s-1）と飽和光下の光合成速度

（右図，単位：µmol m-2 s-1）。Control, High salt, Droughtはそれぞれ対照区、高塩濃度区、乾燥処理区を示す。

平均値と標準偏差を示す。 

 

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

Control High salt Drought

m
ol

 m
-2
 s

-1

NP-1

M-001

M-075

 

図21 2006年7月に測定したユーカリ葉の気孔コンダクタンス（左図，単位：mol m-2 s-1）。Control, High salt, 

Droughtはそれぞれ対照区、高塩濃度区、乾燥処理区を示す。灰色はNP-1、青色はM-001，緑色はM-075の

データ。平均値と標準偏差を示す 
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稚樹の成長解析 

栽培稚樹の形態 

 植物個体の総乾燥重量は、乾燥処理、高塩濃度処理区ではどの系統でも減少した（図 22）。

どの系統でも減少の程度は高塩濃度処理区の方が大きかったが、M-075系統では二つのスト

レス処理の差が小さかった。 

 各系統の地上高のデータも総乾燥重量と同様の傾向があった（図 23）。どの処理区でも地

上高は、高成長性系統の NP-1よりも他の系統の方が高かった。またM-075系統では二つの

ストレス処理の差が小さく、高塩濃度処理区の地上高は高かった。 

 図 24は個体の総葉面積を示す。ストレス処理区ではどの系統でも総葉面積は減少した。

特に、高塩濃度処理区の減少程度が大きかった。対照区と乾燥処理区では高成長性系統の

NP-1がもっとも高い値であった。M-075系統では二つのストレス処理の差が小さかった。 

 図 25は葉数を示す。高成長性系統の NP-1は他の系統よりも葉数が著しく多かった。特

に乾燥処理区では、他の系統では葉数の減少が見られたが、NP-1では対照区との差が小さ

かった。ストレス耐性系統と考えられているM-001系統は、高塩処理区では成長の後半に

はほとんど葉数が増えなかった。 
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図22 ユーカリの個体乾燥重量の変化。横軸は１回目のサンプリング（2005年11月30日）からの日数。control, 

salt, droughtはそれぞれ対照区、高塩濃度区、乾燥処理区を示す。平均値と標準偏差を示す。 
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図23 ユーカリの地上部高の変化。横軸は１回目のサンプリング（2005年11月30日）からの日数。control, salt, 

droughtはそれぞれ対照区、高塩濃度区、乾燥処理区を示す。平均値と標準偏差を示す。 
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図24 ユーカリの個体総葉面積の変化。横軸は１回目のサンプリング（2005年11月30日）からの日数。control, 

salt, droughtはそれぞれ対照区、高塩濃度区、乾燥処理区を示す。平均値と標準偏差を示す。 
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図25 ユーカリの個体総葉数の変化。横軸は１回目のサンプリング（2005年11月30日）からの日数。control, 

salt, droughtはそれぞれ対照区、高塩濃度区、乾燥処理区を示す。平均値と標準偏差を示す。 

 

 成長解析パラメータ 

 図 26は個体全体の相対成長速度（RGR）を示す。成長が進むにしたがって、どの系統で

も相対成長速度は減少した。対照区ではどの系統でもほとんど同じような値を示した。一

方、ストレス処理区では、高成長性系統の NP-1は他のストレス耐性系統と考えられている

M-001やM-075系統よりも成長が抑えられるという結果ではなかった。 

 相対成長速度は、生理的な性質と関連する純同化率（NAR）と形態的な性質と関連する葉

面積比（LAR）の積に分解できる（材料と方法を参照）。図 27は純同化率（NAR）を示す。

対照区ではどの系統も同じような値であったが、成長解析の後半ではストレス耐性系統の

方が高い値であった。ストレス処理区では、どの系統も純同化率が減少した。特に、成長
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解析の後半の減少が著しかった。系統間の差は明確ではなかった。 

 図 28は葉面積比（LAR）のデータを示す。対照区では、高成長性系統の NP-1が他よりも

高い値を示した。ストレス処理区では、どの系統でも葉面積比は対照区よりも高い値を示

し、ストレス処理により純同化率の低下を補填するように、個体重当たりの葉面積展開を

増加させていたようであった。特に、M-001では乾燥処理区では NP-1と同程度の値に、高

塩濃度処理区ではM-075が NP-1と同程度の値であった。 

 葉面積比（LAR）は葉重比（LWR）と比葉面積（SLA）の積で示すことができる（材料と

方法を参照）。図 29は比葉面積を示す。対照区では、高成長性系統の NP-1が高い値であっ

た。どの系統でもストレス処理区では比葉面積は高くなり、M-001やM-075では NP-1と同

様の値を示した。ストレス環境では一般に比葉面積は小さくなり、厚い面積の小さい葉を

つけることが多いが、ユーカリはもともと比葉面積が小さく、ストレス環境下では少ない

資源で出来るだけ葉面積展開を行おうとしていると考えられる。 

 葉重比（LWR）を図 30に示す。比葉面積と異なりどの系統でも処理区間での差は小さか

った。高成長性系統の NP-1では成長解析の間には葉重比には大きな変化はなかったが、

M-001系統では葉重比の値が大きく減少した。M-075系統は、中間の傾向を示した。 

 根重比（RWR）を図 31に示す。地上高が低かった高成長性系統の NP-1では茎への投資

が少ないためか、根重比は他の系統よりも高かった。どの処理区でも NP-1は高い値を示し

た。二つのストレス耐性系統の間には明確な差はなかった。またどの系統でも葉重比（LWR）

とは異なり、成長解析の間ほぼ一定の値を示した。 
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図26 ユーカリの個体の相対成長速度（Relative growth rate: RGR）の変化。横軸は１回目のサンプリング

（2005年11月30日）からの日数。control, salt, droughtはそれぞれ対照区、高塩濃度区、乾燥処理区を示す。 
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図27 ユーカリの個体の純同化率（Net assimilation rate: NAR）の変化。横軸は１回目のサンプリング（2005

年11月30日）からの日数。control, salt, droughtはそれぞれ対照区、高塩濃度区、乾燥処理区を示す。 
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図28ユーカリの葉面積比（Leaf area ratio: LAR）の変化。横軸は１回目のサンプリング（2005年11月30日）

からの日数。control, salt, droughtはそれぞれ対照区、高塩濃度区、乾燥処理区を示す。平均値と標準偏差を

示す。 
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図29 ユーカリの比葉面積（Specific leaf area: SLA）の変化。横軸は１回目のサンプリング（2005年11月30

日）からの日数。control, salt, droughtはそれぞれ対照区、高塩濃度区、乾燥処理区を示す。平均値と標準偏
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差を示す。 
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図30 ユーカリの葉重比（Leaf weight ratio: LWR）の変化。横軸は１回目のサンプリング（2005年11月30日）

からの日数。control, salt, droughtはそれぞれ対照区、高塩濃度区、乾燥処理区を示す。平均値と標準偏差を

示す。 
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図31 ユーカリの根重比（Root weight ratio: RWR）の変化。横軸は１回目のサンプリング（2005年11月30

日）からの日数。control, salt, droughtはそれぞれ対照区、高塩濃度区、乾燥処理区を示す。平均値と標準偏

差を示す。 

 

 

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考えてい

る。今年度から始めた 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



 198

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

明らかに出来るであろう。また稚樹のポット栽培個体を用いた成長解析から、どの系統で

もストレス環境下では生理的な性質と関係のある純同化率（NAR）が減少し、相対成長速度

（RGR）が下がることがわかった。またどの系統でもストレス環境下では葉面積比（LAR）

が増加していた。この葉面積比（LAR）の増加は、葉に投資される資源が増加する性質より

も比葉面積（SLA）の増加によりもたらされていた。ユーカリのように比葉面積の値が低い

種ではストレス時に必ずしも、比葉面積の値が下がらない、つまり厚い小さい葉をつくら

ないようである。また葉のガス交換測定からどの系統でもストレス環境下では気孔コンダ

クタンスが減少した。サンプリングした葉の炭素同位体比解析から長期的にもストレス環

境下で気孔が閉鎖しているかどうかがわかると考えられる。 
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