
 

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。 
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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.  
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