
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。

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。

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。



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 Eucalyptus 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.



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,


