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巻頭言：直球勝負の研究を！

 東京大学　大学院理学系研究科　寺島一郎

3月11日の地震で、本領域において重要な役割を果たしてい
る、東北大学の3研究室（牧野さん、彦坂さん、山谷さん・

早川さん）が、大きな被害を受けました。関東地方では、筑
波地区、柏地区などで大きな揺れを記録し被害がありまし
た。また、その後の計画停電で、埼玉大学の西田さんの研究
室では、植物栽培を断念せざるを得なかったようです。東大

柏キャンパスの馳澤さんの研究室でも培養細胞の維持に非常
な大きな苦労をされました。なんとか計画停電をまぬがれた
東京地区でも、夏の電力が不足しがちな時期にどのように研

究を継続するのかは大きな課題です。
　 しかし、驚くべきことは、地震から3ヶ月しか経っていな
い現時点で、どの研究室でも立派に研究を再開されていると

いう事実です。研究再開へ向けられた努力に敬意を表しま
す。こちらまで誇らしい気分になります。
　 この9月1日に、われわれの領域は中間評価を受けます。計
画班にも、公募班にも、この領域の採択を機に、新たに高

CO2の問題に取り組み始めた研究室が多数あります。そうい
う意味では、領域全体として成果がどんどん出ている状態で
はありません。しかし、その一方で、この領域は、C/Nバラ

ンス、シンク－ソース関係などの、先人が古くからチャレン
ジしてきた大きなテーマに正攻法で挑んでいます。昨今、あ
まり現実的な意味があるとは思えない「出口」が求められる

プロジェクトが多いような気がしますが、この領域のめざす
ものは、「正攻法の直球勝負」と言えるのではないでしょう
か。この直球勝負の成果がどんどん出てくる時期が、もうす
ぐそこまで来ている手応えを感じています。評価のヒアリン

グではそれを語ろうと思っています。
 この領域の代表となっていることもあってか、JSTの調査官
がインタビューに来てくれました。ここぞとばかり、光合成

生産に関する重要問題に直球勝負で挑むような研究をさせて
くれと訴えました。そのような声が多かったのでしょう。文
部科学省の戦略目標は以下のようなものになり、これに添っ

たJSTのプロジェクトの公募が6月14日に始まりました。この
ようなプロジェクトの老舗として、「植物高CO2応答」領域
は、貫禄を示したいものです。

文部科学省戦略目標：http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/
23/05/attach/1306069.htm
JST公募： http://www.senryaku.jst.go.jp/teian.html

科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業
平成23年度戦略目標

1．戦略目標名
二酸化炭素の効率的資源化の実現のための植物光合成機能や

バイオマスの利活用技術等の基盤技術の創出

中略

4．具体的内容
　 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第4次評価報告書で

は、20 世紀後半以降の地球温暖化は、人類が化石燃料を消費す
るなどして排出した温室効果ガスの増加が原因である可能性が非

常に高いとされ、今後も温度上昇が続くことが予測されている。

このような地球規模の温暖化を抑制し、化石燃料に依存しない持
続可能な社会を構築するためには、再生可能エネルギーの確保や

物質生産システムの抜本的転換が必要である。本戦略目標におい
ては、これらの問題を解決するために、光合成による植物の二酸

化炭素固定能力の増強を基盤に、バイオマス利活用、二酸化炭素

資源化を促進することで化石資源の代替とし、戦略的に二酸化炭
素削減を進めて持続可能な資源としての利活用に関する基盤研究

を行う。具体的な研究の内容としては以下の研究を想定する。

光合成機能の統合的理解と、それに基づく光合成効率向上のための
基盤技術の創出
・比較ゲノム解析を利用した葉緑体代謝システムの解析
・炭素代謝過程の改良と二酸化炭素固定効率の向上

多様な環境に適応した多様な植物の機能解析・育種研究を通した、
炭素貯留向上・高品質バイオマス開発のための基盤技術の創出
・メタボロームなどの統合オミックス解析による代謝制御ネット

ワークの解析
・C3光合成機能の改良と、C3型光合成生物へのC4光合成導入
・光合成シンク/ソースの最適化研究
・ゲノム設計・分子育種によるバイオマス生産性向上、新規バイオ

マス植物の創出

バイオマス分解・脂質合成システムの解明を通した、バイオマス利活
用の効率向上・高度化のための基盤技術の創出
・バイオマス分解微生物育種研究、新たな酵素の開発による、バイ

オマス利活用効率の向上
・植物育種とマテリアル化学・工学と連携した新素材開発研究
・ポリ乳酸等に続く新しいバイオプラスチック素材の創出、高機能化　

Announce
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新学術領域「植物高CO2応答」ニュースレターの発行にあたって

 東京大学　大学院理学系研究科　寺島一郎

新学術領域研究班からの論文紹介

新学術領域研究班が最近発表した論文の一部をご紹介します。

一年草の種子生産に対する高CO2の影響

　 平均するとCO2上昇は種子生産を促進しますが、その促進比率は種や生育条件によって大きく異な

り、ケースによっては全く増えなかったり、減ったりすることもあります。このような違いが生じる

原因は充分明らかにはなっていません。本論文では、これまでの研究成果のレビューを行うととも
に、新たな視点からメタ解析*を行いました。種子生産が、利用できる窒素量に制限されていると考
えれば、高CO2で種子生産が増加する原因は、（１）種子生産に使える窒素量が増加する、あるいは

（２）種子窒素濃度を低下させる、のどちらかに帰することができます。この観点にもとづいてメタ
解析を行った結果は以下の通りでした：マメ科植物は専ら窒素量の増加によって種子生産を増加さ
せ、種子窒素濃度は変化しませんでした。マメ科以外の双子葉植物でも種子生産増加の主要因は窒素
量の増加で、種子窒素濃度の変化はわずかでした。イネ科植物では、種子窒素濃度が大きく低下し、

種子生産増加への貢献度は、窒素量と窒素濃度のどちらも同等でした。このような系統間あるいは機
能型間の窒素利用の違いは、将来の高CO2環境での群集構成に影響するかもしれません。

*メタ解析：すでに論文として発表されたものなど、様々な研究グループのデータを集め、統計処理によって全体的
な傾向を解析する手法です。

Hikosaka K, Kinugasa T, Oikawa S, Onoda Y, Hirose T (2011) Effects of elevated CO2 concentration on seed production in C3 

annual plants. Journal of Experimental Botany, 62: 1523-1530.

硝酸態窒素吸収制御における植物ホルモンの役割

　 植物は窒素栄養環境の変化に対し、代謝レベルと形態レベルの調和の取れ
た応答を示します。このような応答には細胞内だけでなく、細胞間や器官間
での情報のやりとりが必要であり、植物ホルモンがシグナル物質として重要

な役割を果たすと考えられています。なかでも、アブシジン酸、オーキシ
ン、サイトカイニンが窒素応答と密接に関わることが示唆されてきました。
近年の研究から、これら植物ホルモンによる窒素応答の制御や、窒素栄養

（窒素シグナル）による植物ホルモン作用の制御の実体が分子レベルで明ら
かになりつつあります。本総説では、これらの植物ホルモンと窒素応答の相
互制御関係について、特に植物ホルモンと硝酸態窒素吸収の相互関係を中心
に最近の知見をまとめました。

Kiba T, Kudo T, Kojima M, Sakakibara H (2011) Hormonal control of nitrogen 

acquisition: roles of auxin, abscisic acid, and cytokinin. Journal of Experimental 

Botany. 62: 1399-1409.

Research manuscripts

キク科の一年草オオオナモミ
高CO2はオオオナモミの個体重を
増加させますが、種子生産には
影響しません。

植物ホルモンと窒素栄養（窒素シグナル）の相互作用
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葉内構造とCO2拡散 
　 気孔開度のCO2応答はひろく知られており、本領域においても多くの班でそのメカ

ニズムを研究しています。光合成をしている葉の内部のCO2濃度は大気の濃度よりも
低く、大気と葉内とのCO2濃度差にしたがって、CO2は気孔を通って拡散して葉に入
ります。その後、葉の内部の細胞間隙の気相において細胞壁のアポプラスト水に溶け

込み、細胞壁、細胞膜、細胞質ゾル、葉緑体包膜を横切って、ストロマに至ります。
細胞間隙からストロマに至るCO2拡散のコンダクタンス*を内部コンダクタンス、ある
いは葉肉コンダクタンスとよびます。内部コンダクタンスは、葉緑体が細胞壁にへば
りつく面積の積算値にほぼ比例します。また、葉肉細胞の細胞壁の厚さに反比例しま

す。電線が太く短いと電気がよく流れ、細く長いと流れにくいのと同じです。この内
部コンダクタンスがCO2濃度に依存するという報告がありますが、「気孔が高CO2で
閉じる傾向がある」というように一般化するには、研究例が乏し過ぎます。

Plant PhysiologyのForumでは、内部コンダクタンスを決める要因について議論
しました。細胞壁コンダクタンスがどのように決まるのかは、まったくの未知
の分野です。CO2濃度依存性があるのか、あるとすれば、何がそれをもたらす

のかを明らかにする必要があります。

*コンダクタンス：物質などの通りやすさを表します。気孔コンダクタンスの場合は、CO2
や水蒸気がどれだけ通りやすいかを葉面積あたりの値で表します。一般的には、気孔が開
くほどコンダクタンスが高くなります。

Terashima I, Hanba YT, Tholen D, Niinemets U (2011) Leaf functional anatomy in relation to photosynthesis. Plant Physiology, 155: 

108-116.

火山灰土と褐色森林土におけるFACEシステムを用いたCH4吸収の動態予測
　 メタン（CH4）は質量あたりでみるとCO2の25倍の放射強制力（温暖化に与える影響の大きさ）を持ち、また、CO2同様年々そ
の濃度が増加しているため、その挙動が着目されています。高濃度CO2環境が森林土壌でメタンの吸収に与える影響を調べるため

に、開放系大気CO2増加（FACE: Free Air CO2 Enrichment）システムを利用して調査を行いました。北海道大学のFACE試験地に
FACE区（高CO2：大気+130 ppmv）と対照区（大気CO2：設定時380 ppmv）を3つずつ設置しました。CH4フラックス（流入およ
び流出）については、2008年と2009年の植物生育期間に各プロットの定点で4回ずつ閉鎖系チェンバー法（箱を土壌の上にの
せ、箱内のCH4濃度の変化を測定する方法）を用いて調査を行いました。測定期間中、土壌へのCH4吸収量は対照区に比べてFACE

区で約半分に減少しました。対照区ではCH4は全測定地点で土壌に吸収されていましたが、FACE区ではCH4が発生している地点が
観察されました。この結果から、高CO2環境によっ
て森林のメタン吸収速度が低下し、さらにケース

によっては放出が起こることが示唆されます。土壌
水分は FACE区で有意的に高かったのですが、さら
に土壌水分とCH4吸収量の間に負の相関関係が見ら

れました。高CO2環境では気孔が閉鎖気味になって
葉からの蒸散が低下し、さらに葉が繁茂するため
に地表面へ到達する日射が減り土壌からの蒸発が
抑制されると考えられます。これらの要因により

土壌が嫌気的になり、メタン酸化菌の活動が抑制
されるためにCH4吸収が減るのだと推測されました。

Kim YS, Watanabe M, Imori M, Sasa K, Takagi K, Hatano R, Koike T (2011) Reduced atmospheric CH4 consumption by two forest 

soils under elevated CO2 concentration in a FACE system in northern Japan. Journal of Japan Society for Atmospheric Environment 

46： 30-36.

細胞壁の厚さが単位コンダクタンスに及ぼす影響
細胞間隙から葉緑体ストロマまでのCO2拡散に対するコン
ダクタンスを葉面積あたりで表したものを内部コンダクタ
ンス（葉肉コンダクタンス）とよびます。これを細胞間隙
に接している葉緑体表面積で割ったものを、単位葉肉コン
ダクタンスとします。この単位葉肉コンダクタンスを縦軸
に表したのがこの図です。葉肉細胞の細胞壁が厚くなるに
したがって、単位葉肉コンダクタンスが減少する傾向が明
らかです。

褐色森林土と火山灰土壌におけるメタンの消費速度（左）と土壌水分含量（右）
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細胞膜アクアポリンPIP2の増強は植物の生育を促進する

　 水の膜輸送は、単純拡散とアクアポリンを介した輸送に依存しま
す。植物は30種以上のアクアポリンをもちます。この実験では、ダイ

コンの細胞膜アクアポリンPIP1とPIP2をユーカリに遺伝子導入しま
した。PIP2は水輸送能力の高いアクアポリンであり、PIP1の輸送基
質は不明で水は透過させません。PIP2を高発現したユーカリは、親
株に比べてCO2固定速度が30％増大し、枝の成長も顕著に促進されま

した。一方、PIP1を導入した株では、ユーカリが本来もっている
PIP1タンパク質の量も減少し、CO2固定速度と生育が著しく低下しま
した。コサプレッション（標的遺伝子自身を導入した際に、標的遺伝

子の発現が極端に抑制される現象）が生じたものと推測されます。遺
伝子改変の難しさを示すとともに、少なくともPIP2の増強は植物生
育にプラスの効果を示すこと、PIP1の減少が生育を抑制することが

示されました。

Tsuchihira A, Hanba YT, Kato N, Doi T, Kawazu T, Maeshima M (2010) Effect of overexpression of radish plasma membrane 

aquaporins on water-use efficiency, photosynthesis, and growth of Eucalyptus tree. Tree Physiology 30: 417‒430.

ダイコンのPIP1およびPIP2の遺伝子を導入したユーカリ
（苗木）での、各アクアポリンタンパク質の量の比較。
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研究班の研究内容を紹介します。本号では山口班・長谷川班・深山班・北尾班の研究内容を紹介します。

ユビキチンカスケードが関わるC/Nバランスとソース・シンク制御機構の全容解明
研究代表者：山口淳二　研究分担者：佐藤長緒　連携研究者：松倉千昭

私たちは，糖（C）と窒素（N）のバランス（C/N）を感知し，
それを制御する分子実体に関して興味を持ち，研究を進めてい

ます。図１のように，糖濃度が高く，窒素濃度が低い栄養条件
（図C）で生育させたシロイヌナズナはストレス状態となり，
最終的に枯死します。ところが，これに窒素を添加すると，ス
トレスは緩和します (図D)。このように，植物の発生や成長に

はC/Nが関与しています。

図１　シロイヌナズナを糖（グルコースG）と窒素（N）
濃度を変えて発芽させた。（数字はｍMを示す）

糖や窒素単独の感知機構，あるいはそれを制御する分子実
体については，多少なりとも明らかになってきています。しか

し，C/Nとなると，「それがCやNのそれと違うのかどう
か?」，を含めてまだ明確な報告例はほとんどありません。私
たちは，以前より糖や窒素のセンシング（感知機構），代謝制
御あるいは輸送に関する研究を進めてきましたが，数年前より

一念発起して，『C/Nをやろう！』ということになりました。
「過去との精算」という意味も含めて（？-JY），シロイヌナ
ズナを用いて遺伝学的にC/N変異体を単離し，その原因遺伝子

の解析から解明の手掛かりをつかもうと思いました。
スクリーニングは，シロイヌナズナ完全長ｃDNAを過剰発

現させたFOX hunting ラインを用いました (Plant J. 45: 974, 

2006)。運よく複数の変異体が単離できました。このうちの一

つが，ユビキチンリガーゼ遺伝子の過剰発現体であることが判

り，これをcni1-D (carbon/nitrogen insensitive 1-Dominant) と命

名し，その後の研究を進めました。私たちは，並行して，タン
パク質の能動的分解装置プロテアソームの研究を進めていまし

た。ですので，その上流に位置するユビキチンリガーゼが偶然
取れたことを，幸運に思ったものです。実際には，ユビキチン
リガーゼ遺伝子は，植物ゲノムの5％を占めるので，それほど
偶然ではなく，むしろ必然だったのかもしれません。

　さて，cni1-D変異体は，RING型ユビキチンリガーゼATL31遺

伝子が過剰発現していることが判りました。そこで，ATL31の

KO変異体を用いてC/N応答を検討したところ，cni1-Dと真逆の

形質を示しました。遺伝学をやっていると，こちらが意図した
結果が出ないことも多くあります。これは本当に「やったー」

な結果でした。これでATL31が原因遺伝子であることを確信し

て，さらに研究を進め，最終的に，この遺伝子の1) 膜領域局
在と2) ユビキチンリガーゼ活性がC/N応答に必要との結果を得

ました(図2)。これをPlant　 Journal 誌に発表しました（Sato 
et al, The Plant Journal 60: 852, 2009)。

図2　高糖低窒素条件における発芽-ATL31の過剰発現体
（35S-ATL31）では耐性を示すが，膜貫通領域（ΔTM）
や活性（C143S）が欠損すると耐性を失う。

　ATL31のようなユビキチンリガーゼは，細胞内で分解すべき

タンパク質に対して特異的にユビキチンを付加する，という機
能を持ちます。ですので，次の研究目標は，『標的を探せ！』
でした。ATL31にFLAGというペプチドを融合させたコンスト

新学術領域「植物高CO2応答」ニュースレターの発行にあたって研究班紹介

Research group
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ラクトを作製し，それを導入した植物体から抗FLAG抗体を用
いてATL31タンパク質を精製しました-簡単に書きましたが，

これ結構大変なんです（泣）。これをMS解析することで，
ATL31と結合しているタンパク質群の同定を行いました。色々
なタンパク質が同定されたのですが，まず，14-3-3タンパク質
に着目して研究を進めました。何故なら，14-3-3は，リン酸化

タンパク質に結合して，活性制御，立体構造制御，局在性制御
等に関与する多機能タンパク質だからです。このタンパク質
は，CやNの代謝制御にも深く関わることが明らかになってい

ます。その後の研究で，3）ATL31が14-3-3タンパク質にユビ
キチンを付加すること，4）C/N条件により，14-3-3タンパク
質の存在量が変化すること，等を明らかにしました（Sato et 

al. Plant J. accepted）。以上の結果を考慮すると，以下のよう
な作業仮説がたてられます（図3）。

図3　ATL31はユビキチンリガーゼとして14-3-3タンパク質にユ

ビキチンを付加する。これにより14-3-3はプロテアソームによっ

て分解され，正常な発芽が進行する。一方，C/Nストレス下にお

いては，14-3-3の蓄積がおこり，発芽の進行が阻害される。

　 現在は，1）の膜局在とC/N応答との関係について，膜輸送

系と植物免疫に焦点をあてた研究，3）のC/N応答とATL31の
リン酸化制御を中心とした研究を進めています。また，私たち
の研究では，プロテオミクスとメタボロミクスの手法が必須と
なっています。こちらの研究も，徐々に成果が得られています

ので，並行して研究を進める予定です。それから，cni2-D変異

体の研究も進行中です。

　 今までの研究紹介では，「どこにCO2が関係するの？」と思
うかもしれません。そんなことはありません！こじつけでなく

（お金のためだけでもなく），本当に私たちはCO2に関連した
研究を進めたいのです。

私たちの研究の話をすると，まず，「植物に糖を与えている

けど，土壌に糖なんかないよね？」との質問を受けます。
「おっしゃるとおり」。土に砂糖をまく農業なんてありませ
ん。私たちも，そんなこと，考えていません-そこまでノーテ
ンキではない。「土に糖」は，ある意味，CO2濃度の上昇を意

味するのです。私たちが用いている250 ｍMとか300 mMとか
の高グルコース条件は，CO2濃度の上昇をミミックする（似た

効果を持つ）ものと考えています。現在，私たちの研究室にも
CO2濃度制御人工気象器ができたので，それを利用して上述の

様々なATLおよび14-3-3変異体（形質発現体）について検討を
進めています。なかなか面白い結果が得られつつあります-お
楽しみに。とりあえず，この解析を継続していくことで，最終
的には「ソース/シンク作用の分子機構に迫りたい」というの

が私たちの長期目標です。
私は，以前に糖センシング機構を解析する手段として，「非

光合成器官での糖飢餓処理」を好んで用いていました。種子胚

などの非光合成器官では，糖飢餓処理を施すことにより，ある
程度厳密に細胞内の糖濃度を操作することができたからです。
CO2濃度を制御するというのは，それ以上にクリティカルで強

力な-そして，なによりもナチュラルな-ツールである，という
のが最近の私の実感です。私たちの進めている分子のレベルか
ら解析結果は，将来的に器官や個体，集団レベルの解析に結び
付けるべく研究を進めたいと思います。その意味においても，

この研究班では色々勉強させていただこうと思っています。
　また，私たちの研究室では，タンパク質レベルの研究手

法等では，それなりのレベルになってきたと自負していま

す。ユビキチン-プロテアソーム関連のこと，タンパク質相互
作用解析のこと，等を中心に相談いただければ，誠意を持っ
て対応しますので（図4）。

図4　研究室グループ写真（2011-ポプラ並木の前で）

　 また，C/N応答制御の具体的応用を目指
して，筑波大学松倉研究室と共同で，マイ
クロトムを用いた研究を進めています。　

こちらに関しては現在ATL31関連の形質転
換マイクロトム作製の途上で，植物体がで
きたら解析を進める計画です。
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産業革命以後、大気中のCO2濃度は上昇を続けており、それに
伴う地球規模の気候変動が懸念されています。温度、水、日射

といった気候資源に大きく依存する農業は、気候の変化や変動
に敏感に応答する産業です。その影響の方向や程度を予測し、
長期的にみた農業生産の計画、短期的な変動への対処を行うこ
とが重要です。

　 高CO2濃度に対する植物の応答研究は、温室や人工気象室な
ど囲いのある環境条件で行われてきました。しかし、囲いのあ
る環境は、屋外の圃場とは日射量、湿度、風速、土壌条件（根

圏サイズ）などが異なるために、研究結果をそのまま食料生産
の予測に適用するには不確実性が伴います。このような背景か
ら、囲いの無い野外環境でCO2濃度を増加させ、高CO2の影響

を開放系で実証するFACE（Free Air CO2 Enrichment：開放系
大気CO2増加）実験が1980年代後半に始まりました。以来、
様々な生態系や作物を対象としたFACE実験が行われていま
す。

私たちの研究グループは東北農業研究センターと共同で、イ
ネ（水田生態系）を対象とした世界初のFACE実験を岩手県雫
石町の農家水田において1998年から2008年まで行い、寒冷地

の水稲単作地帯における高CO2応答に関して多くの知見を得る
ことができました（例えば、Kobayashi et al. 2006, http://
www.springerlink.com/content/j140507183326404/）。ま

た、世界的なFACE実験のレビューを通じても、CO2増加による
平均的な増収効果については、一定の見解が得られつつありま

す。今後は、これまでの実証的な研究から、気候変動に対する
適応・緩和技術の開発に向けた国際・学際的な研究に発展させ
る必要があると考えています。

CO2濃度は世界各地でほぼ同様に上昇しますが、温暖化程度

は地域によって異なるとともに。また、CO2濃度の影響も温度
や水条件によって変動することも考えられます。そのため、異
なる気候帯におけるCO2濃度上昇の影響を評価したり、CO2と

温度上昇の影響を推定したりするためには、1地点のFACE実験
だけではなく、多くのチャンバー実験や多地点のFACE実験を
有効に活用することが望まれます。そのための実験プラット

フォームとして、2009年12月に茨城県つくばみらい市にFACE
実験施設を新設し、2010年から栽培実験を開始しました。つ
くばみらいFACEでは、多くの品種や温度、窒素などの複合的
な処理を行うために、CO2処理区のサイズを雫石の2倍に増加

しました。2010年には約30種類の品種と水地温上昇区（＋
２℃）、3段階の窒素水準区を設定し、CO2濃度との相互作用
を調査しています。また、雫石、中国江蘇省との中間に位置す

ることから、3地点のFACE結果の比較・解析のためのピボット
としての役割を果たします。

過去100年のイネの遺伝的改良は高CO2濃度への応答性を高めたか？

研究代表者：長谷川利拡　連携研究者：酒井英光・程為国

図1　 2010年現在、稼働中の世界のFACEサイト（リング直径が8m以上のもの。赤が作物を対象
としたFACE）。http://public.ornl.gov/face/global_face.shtmlおよび著者の私信から作成。現在
確認されている大規模FACEサイトは13ヶ所で、このうち5ヶ所が作物を対象としている。

AGFACE: Australian Grains Free Air Carbon Dioxide Enrichment Facility
BioCON: Biodiversity, CO2 and N
FAL: Federal Agricultural Research Centre
GiFACE: Gissen　FACE
ORNL: Oak Ridge National Laboratory
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このコンソーシアムにおいて私たちのグループは、過去約
100年間のイネの遺伝的改良がCO2の応答性に与えた影響を、

つくばみらいFACEにおいて調査しています。国内でイネの交
雑育種が組織的に行われるようになって100余年が経過し、こ
の間の品種改良によって、イネの形態特性、収量性、肥料応答
性、耐冷性、耐病性などは大きく向上しました。この間、大気

CO2 濃度は約80ppm上昇しましたが、これまでの品種改良に
よって、高CO2濃度に適応した品種が作出されてきたかについ
ては明らかではありません。コムギやエンバクでは、旧品種の

ほうが現在の品種よりも高いCO2応答を示すことが報告されて
おり、これまでの遺伝的形質変化が必ずしもCO2応答性を伴っ
たものではないことが示唆されています。私たちは、明治時代

から現在までに国内で育成された新旧の主要イネ品種をつくば
みらいFACEで栽培し、高CO2に対する圃場レベルの収量応答を

比較することで、過去約100年間の遺伝的改良がCO2応答性に
与えた影響を調べます。本研究で、将来の高CO2濃度環境条件

に適応する品種が有すべき形質を明らかにし、今後の育種の方
向性に有益な情報を提供できればと考えています。

参考文献

Kobayashi K, Okada M, Kim H Y, Lieffering M, Miura S, 
Hasegawa T. Paddy rice responses to free-air [CO2] 
enrichment. In Nösberger J, Long S P, Norby R J, Stitt M, 

Hendrey G R, Blum H, eds. “Managed ecosystems and CO2: 
Case studies, processes, and perspectives”, Springer, 87-104. 
2006.

図2　つくばみらいFACE実験の様子と試験区配置の概要
8角形状FACE試験区（差し渡し17m、面積約240m2)。各辺に設置したCO2放出チューブから、風向・
風速および試験区内のCO2濃度に応じて、風上側からCO2を放出。内部のCO2濃度を対照区よりも
200ppm高く制御する。2010年度は約30種類の品種と異なる水温（＋２℃）、施肥条件を設定。
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地球温暖化の主要因とされる大気CO2の濃度は増加の一途を
たどっており、2050年には現在の約385ppmから600ppm近

くにまで増加すると予想されています。植物はこのCO2を利
用して光合成により有機物を合成して生きています。CO2濃
度の増加は基本的に光合成の促進につながることから、植物
の生育にプラスの効果をもたらすことが分かっています。私

が研究対象としているイネでは、高CO2条件で育成すると収
量が10-20%程度増加することが報告されています(Ainsworth 
et al. 2008, Global Change Biol 14, 1642-1650)。しかし、こ

の収量の増加は予想よりも少なく、高CO2条件では生育後期
に自ら光合成能力を下げてしまう現象（光合成のダウンレ
ギュレーション）が起こり、収量が思ったほど増加しないと

考えられます。私たちは、このダウンレギュレーションを引
き起こす分子メカニズムを明らかにしたいと考え高CO2応答
に関する研究を始めました。
　 光合成では、光化学反応系で光エネルギーがATPやNADPH

といった化学エネルギーに変換され、それを利用してカルビ
ン回路でCO2が有機物に変換（固定）されます。光合成に
よって合成された有機物の5/6はCO2を有機物に変換する反応

に必要なRuBPを再生するのに用いられ、残りの1/6でデンプ
ン、ショ糖、アミノ酸などが合成されます。現在の大気CO2

濃度ではCO2固定の最初の反応を触媒するRubiscoという酵素

によって主に光合成速度は律速されていると考えられていま
す。一方、CO2濃度が高くなるとRubiscoの触媒反応が促進さ

れるのでRuBPの再生能力が主な光合成速度の決定要因となる
と考えられます。

　 私たちはまず光合成・基本代謝関連遺伝子の発現が高CO2

環境でどのように変化するのかを明らかとするために、農業
環境技術研究所のクライマトロン（CO2濃度を制御できる温
室）、雫石イネFACE（長谷川班の紹介を参照）において高

CO2条件でイネを育成し、マイクロアレイ解析（多数の遺伝
子の発現を同時に解析する手法）を行いました (Fukayama et 
al. 2009 Plant Sci, 177,203-210; Fukayama et al. 2010,Field 

Crop Res 121,195-199)。その結果、クライマトロンとFACE
のいずれの実験においても、基本的にRubiscoなど初期CO2固
定に関係する遺伝子は発現が抑制され、RuBP再生、デンプン

合成に関係する遺伝子は発現が増加することが明らかとなり
ました（図１）。高CO2下での光合成ではRubiscoは過剰とな
り、RuBP再生やデンプン合成速度が重要となります。このマ
イクロアレイ解析の結果を見ると、イネは高CO2環境にうま

く適応しようと遺伝子の働きを調節しているように見えま
す。しかし、実際は光合成の低下が起こってしまいます。こ
れらの結果をふまえると、高CO2条件において高い光合成能

力を発揮させるための戦略として、１つは前述の通り光合成
のダウンレギュレーションのメカニズムを解明して、それを
回避すること、もう１つは高CO2下で見られた光合成関連遺

伝子の適応反応を強化することが重要と考えられます。 

イネ葉において高CO2条件下で発現促進されるOsCCT1とOsTPK1の機能解析

研究代表者：深山　浩

図1　イネ葉の高CO2処理による光合成・基本代謝関連遺伝子の発現変化．
農業環境技術研究所クライマトロン，雫石イネFACEにおいて実験を行った． 　
赤：促進，黒：変化無し，青：抑制
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　 このような高CO2応答に関係する遺伝子の候補として、私た
ちは高CO2条件で顕著に発現促進されるCCTドメインタンパク

質（OsCCT1）と受容体型チロシンキナーゼ様タンパク質
（OsTPK1）の２つの機能未知な遺伝子に着目して研究を進め
ています。OsCCT1は維管束の師部周辺で発現しており、光合
成によって生成されたスクロースなどの糖の蓄積に応答して発

現が誘導されると考えられます（図２）。形質転換イネを用い
た解析では、OsCCT1の発現量を増加または減少させても光合
成速度への効果は認められませんでしたが、気孔コンダクタン

スは過剰発現イネで低下し、ノックダウン・イネで増加する傾
向が認められました。また、形態的な変化として、過剰発現イ
ネでは分げつの開帳度（株の開き具合の程度）が増す傾向が認

められました。さらに、マイクロアレイによる遺伝子発現解析
からOsCCT1はRubiscoなどのCO2固定系の発現抑制、デンプン

合成系の発現促進に関係している可能性が示唆されました。以
上の結果から、OsCCT1は形態変化、光合成関連遺伝子の発現
調節を通して高CO2応答において重要な役割を担うタンパク質
であろうと考えられます。

　 今後はOsCCT1の発現量を変化させた形質転換イネを実際に
高CO2条件で育成し、生長解析や生理解析を行ってゆく予定で
す。また、OsTPK1についても生理機能解析を進めており、そ

の機能が明らかになりつつあります。OsCCT1とOsTPK1の機
能を利用して、高CO2環境により適応した植物を開発できるこ
とを期待しながら研究を進めています。

図２　予想されるOsCCT1の機能
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高CO2環境下では短期的には光合成による同化産物の生成が促
進されますが、貧栄養条件や生育停止期における個体成長の低

下は葉への糖・デンプンの集積を引き起こし、光合成能力の低
下（ダウンレギュレーション）を生じさせることが知られてい
ます。私たちは落葉広葉樹であるシラカンバを対象として、高
CO2環境における光合成特性の変化が樹木の温度ストレス感受

性へ与える影響を解明することを目指しています。シラカンバ
は、ユーラシア大陸に広く分布する樹木種であり、我が国の冷
温帯落葉広葉樹林を形成する主要な樹種です。その特徴とし

て、先駆樹種であり、火山灰土壌などの貧栄養条件でも分布が
見られる点が挙げられます。窒素供給量を変えて生育したシラ
カンバの高CO2応答を調べた結果、窒素が少ない条件では、

糖・デンプンの集積にともなう光合成のダウンレギュレーショ
ンが生じるとともに、クロロフィル蛍光反応測定により光阻害
の感受性が上昇することが確認されました（Physiol, Plant. 
125: 64‒73, 2005）。

　光阻害とは、葉が吸収した光エネルギーが光合成や光呼吸な
どでのエネルギー消費に対して余剰となるときに生じる光合成
能力の低下と定義されますが、高山帯における低温下での光阻

害や熱帯における高温下での光阻害は、樹木の生存や分布を決
める要因の一つとして考えられています。例えば、熱帯造林で
使われるフタバガキ科樹種についての研究では、直射日光が当

たる荒廃地に植林した際の生存率が低い樹種は、温度を変えて
強光を照射した場合に、高温下での光阻害が増大することが明
らかになりました（Physiol. Plant. 109: 284‒290, 2000）。ま
た、北海道の主要な常緑針葉樹であるアカエゾマツは、春先に

新しい葉を展開する直前に霜を受けると既存の葉が大きなダ
メージを受けることが知られていましたが、クロロフィル蛍光

の季節変化を調べたところ、開葉直前には既存の葉にデンプン
が集積し、光合成活性が下がるとともに光阻害を受けやすくな

ることがわかりました（Physiol. Plant. 122: 226‒232, 
2004）。このように、高CO2環境下での光合成特性の変化に
よる低温、高温下での光阻害感受性への影響を調べることは、
高CO2環境下での樹木の適応を理解するために重要であると考

えられます。
　樹木の生育環境への適応については、光阻害を回避するよう
に葉を発達させているのではないかと考えています。例えば、

土壌が乾燥すると、気孔閉鎖による葉内CO2濃度の低下により
光合成速度が低下し、光阻害の感受性が増加しますが、土壌が
乾燥状態にある状態で展開し、成熟した葉では、十分に水を与

えて生育したものと比べて、葉の面積あたりの窒素濃度が上昇
し、光合成の能力および電子伝達の能力が上昇します
（Physiol. Plant. 118: 406‒413, 2003; Plant Biol. 9: 69‒76, 
2007）。電子伝達の能力を上げることで、乾燥により葉内

CO2濃度が低下した際にもエネルギーの消費量を維持すること
ができ、光阻害の回避につながっていると考えられます。反対
に、高CO2環境では葉面積当たりの窒素含量がコントロールに

比べて低下し、光合成および電子伝達の能力も低下します。そ
こで、乾燥処理と高CO2処理を組み合わせた実験をおこなった
ところ、乾燥による光合成能力の上昇と葉内CO2濃度の低下、

高CO2処理による光合成能力の低下と葉内CO2濃度の上昇に
よって、（十分な水 vs 乾燥）×（通常大気のCO2 vs 高CO2）
の４つの処理の組み合わせにおいて、電子伝達速度には違いが
なく、過剰な光エネルギーの集積も同程度となることが明らか

になりました（Tree Physiol. 27: 727‒735, 2007）。

大気CO2濃度の上昇が樹木の温度ストレス感受性に及ぼす影響評価

研究代表者：北尾光俊　連携研究者：上村　章

図1　自然光型人工気象室での高CO2付加実験
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　一旦成熟した葉は、その後の環境の変化に対して適応しにく
くなるため、高CO2環境下における温度ストレスの評価に関し

ては、葉の成熟段階を考慮して研究を進める必要があると考え
ています。昨年度は、人工気象室で温度とCO2濃度を制御して
シラカンバを生育させました。結果として、人工気象室内の生
育環境に近い葉温30℃の条件で比較すると、高CO2環境で生育

した個体の光合成速度は高くなりますが、クロロフィル蛍光反
応から算出した電子伝達速度にはコントロールと違いが見られ
ず、余剰の光エネルギーの集積にも違いがないことが明らかに

なりました。一方で、葉温が25℃以下では高CO2環境で生育し
た個体に電子伝達速度の低下が見られ、より多くの余剰エネル
ギーの集積が示唆されました。成熟過程において夏の高温に対

して適応した葉が、秋の低温にさらされた場合に、高CO2処理
によって光阻害の影響は大きくなるのかどうか、気温の季節変
化を反映させるために、野外における高CO2実験が必要ではな
いかと考えています。

図2　野外での高CO2付加実験
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 木羽隆敏
（理研・植物科学研究センター・研究員）

本領域での担当
　 本領域において、私は理研・榊原班で高CO2環境への馴化応
答における植物ホルモンの役割を明らかにする研究を担当しま
す。植物ホルモンは環境変化に対する代謝・形態的応答のため

の重要なシグナル分子であり、高CO2応答にも関与すると考え
られますが、先行研究はほとんどありません。そこでまず、ど
の植物ホルモンが高CO2応答に関与するのかを明らかにするた

め、当グループで確立されている高速・高感度植物ホルモン分
析を行います。着目した植物ホルモンについて、代謝調節、情
報伝達の制御やそれに関わる遺伝子の研究を通して、高CO2環
境に対する植物の形態的・代謝的馴化応答の分子レベルでの理

解を目指します。

過去・現在の研究内容
　私は植物の環境応答の分子メカニズムに興味を持ち、サイト
カイニンの情報伝達・代謝の研究、シロイヌナズナ概日時計機
構の研究、窒素栄養応答の研究を行ってきました。現在はサイ

トカイニン代謝と窒素欠乏応答の研究を中心にしています。

1. サイトカイニン情報伝達系の研究（～2005年）

　サイトカイニンは細胞分裂（cytokinesis）を促進する性質を
持つことから命名された植物ホルモンですが、それ以外にも多

様な生理作用を示します。発芽、葉緑体の分化、頂芽優性、開
花、葉の老化などの発達プロセスに関わるだけでなく、光合成
や窒素同化などの代謝系の制御作用ももちます。サイトカイニ
ン受容・情報伝達の分子機構は長い間不明でしたが、現在では

バクテリア型情報伝達系His-Aspリン酸リレー系（二成分系と
も呼ばれる）によるサイトカイニン受容・情報伝達モデルが広
く認知されています（図１）。私は、シロイヌナズナにおいて

His-Aspリン酸リレー系において情報の出力を司るレスポンス
レギュレーター（ARR）の機能解析を行い、タイプB-ARRとタ
イプA-ARRが、それぞれサイトカイニン情報の正の制御因子及

び負の制御因子として機能することを明らかにしました。また
ゲノムワイドな解析により、サイトカイニン情報伝達系の下流
で制御される遺伝子群を同定しました（Kiba et al. 2005 

PCP）。これら遺伝子の解析により植物のサイトカイニン応答

分子メカニズムの理解が進むと期待されます。
Kiba et al. 2005; http://pcp.oxfordjournals.org/content/46/2/339

図1 His-Aspリン酸リレー系によるサイトカイニン受容・情報伝達モデル

若手研究者研究紹介

本領域に関連して研究している若手研究者の研究内容を紹介します。本号では、榊原班の木羽隆敏さん、小池班の渡辺誠さん、　
寺島班の種子田春彦さんを紹介します。

Young researcher

Takatoshi Kiba
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2. シロイヌナズナ概日時計機構の研究（～2010年）
　 地球上の多くの生物は、約24 時間周期で生じる「昼」と

「夜」の劇的な環境変化や一年周期で生じる日長の変化を計測
し、それに適応するために「概日時計（生物時計）」をもって
います。光合成、呼吸、開花時間、葉の開閉、気孔の開閉、花
成時期など実に様々な現象が概日時計によって制御されていま

す。私は、シロイヌナズナの概日時計において非常に重要な役

割をもつ一群の遺伝子Pseudo Response Regulator（PRR）の単離

（Makino and Kiba et al. 2000 PCP）を端緒とし、概日時計メ

カニズムを分子レベルで理解することを目指して研究を行って
きました。最近は時計関連因子の翻訳後制御や生化学機能につ
いて興味をもち、以下のことを明らかにしました（共同研究も

含む）。

・ PRR5が暗所において26Sプロテアソーム系により分解さ

れること、この分解にはユビキチン・プロテアソームタン
パク質分解系の構成因子であるF-boxタンパク質ZEITLUPE 
(ZTL)が関与することを示しました。また、LOVドメイン
をもつZTLは青色光センサーとしても機能し、PRR5の分

解は青色光で調節されることを明らかにしました。ZTL を
介した青色光によるPRR5の分解は、概日時計を環境に同
調させる上で重要であると考えられます（Kiba et al. 

2007 Plant Cell）。

・ PRR9、 PRR7、 PRR5に新規な転写抑制ドメインが存在す
ること、 PRR9、 PRR7、 PRR5が連続的に他の時計関連

遺伝子であるCCA1とLHYの上流領域に結合し、転写を抑

制することを明らかにしました。PRR9、 PRR7、 PRR5に
よる連続的な転写抑制は、概日時計の周期長である「24

時間」を形作る上で重要なメカニズムであると考えられま
す（Nakamichi et al. 2010 Plant Cell l）。

Kiba et al. (2007); http://www.plantcell.org/content/19/8/2516
Nakamichi et al. (2010); http://www.plantcell.org/content/22/3/594

3. サイトカイニン分子種間の生理機能の違い（～現在）
　 一口にサイトカイニンと言っても、トランスゼアチン(tZ)
型、イソペンテニルアデニン（iP）型、シスゼアチン型、ジヒ

ドロゼアチン型など多くの分子種が存在します。しかし、これ
ら分子種が存在する生物的意義（生理機能の違い）は不明で
す。
　 シロイヌナズナにおいては、tZ型CKとiP型CKの２つが主要

な分子種として存在します。tZ型CKとiP型CKの化学構造上の
違いはイソプレノイド側鎖の水酸化の有無のみであり、その反
応はシトクロムP450酵素（CYP735A1およびCYP735A2）に

よ り触媒されます。これら酵素遺伝子の二重破壊株

（cyp735a1a2）には、tZ型CKがほとんど存在しません。

 cyp735a1a2は茎頂分裂組織サイズの減少やロゼット葉の細胞数

の減少などに伴い地上部の矮化を示します（図２）。この表現
型はtZ投与により相補されますが、iP投与では相補されませ
ん。以上の結果から、tZ型CKが地上部の正常な成長に必要で

あること、tZ型CKとiP型CKの生理機能が異なることが強く示
唆されました（投稿準備中）。今後は、どうしてtZ型CKとiP型
CKの生理機能の違いが生じるのか、その分子基盤の研究を進
めたいと考えています。

図２．tZ型CK欠乏変異体cyp735a1a2の表現型

4. 低窒素栄養環境に対する応答分子メカニズムの研究 (～現在)
　窒素栄養は、アミノ酸、核酸、光合成色素など、生命現象に
とって必須であると同時に多量に要求される生体成分に含まれ

るため、しばしば植物の生長・生産性の律速要因となります。
窒素栄養が十分に供給されない環境（低窒素）に遭遇すると、
植物は窒素輸送系・代謝系の制御だけでなく、他の栄養素との

バランスを保つためにほかの代謝系を制御したり、窒素栄養を
転流したり、地上部と地下部のバイオマス比を変化させること
が知られています。これらの応答は、植物が窒素獲得能力およ

び窒素利用効率を最大限向上させるために進化の過程で獲得し
たメカニズムであると考えられます。窒素の研究の歴史は古い
ので既に研究され尽くされていると思われる方もいらっしゃる
かもしれませんが、高等植物の低窒素応答の分子メカニズムに

ついてはほどんどブラックボックスと言っても過言ではありま
せん。
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Makoto Watanabe 渡辺　誠
（北大・院・農・ポスドク）

本領域での担当
本プロジェクトでは、北海道大学札幌研究林に設置されて

いる、開放系CO2付加装置(FACE)による高CO2条件で育成し
た、早生樹種のカバノキ属3種・カラマツ属3種の成長・光合
成を中心とした生理生態学的応答に関する研究を担当します。
世界の陸地の約三割を占め、地球の炭素シンクの役割も果たす

森林の主要構成種である樹木が、高CO2に対してどのように応
答するのかを解明する事は急務です。本研究では、冷温帯から
北方林にかけて同所的に分布する同属樹種の比較から、高CO2

応答の樹種間差異の解明を目指します。

これまでの研究
1. 樹木のオゾンに対する応答とリスク評価

オゾンは植物に対する毒性が高く、森林衰退への関与が指
摘されているガス状大気汚染物質です。産業革命以降、オゾン
濃度は増加の一途を辿り、今後も増加し続けると予測されてい

ます。したがって、森林樹木に対するオゾンの悪影響が、近い
将来さらに深刻化する可能性は高いと考えられます。一方で、
いわゆる酸性雨現象の１つとして、大気からの窒素沈着も増加

しています。一般に、植物のオゾン感受性は生育環境に影響を
受け、窒素沈着の増加は植物のオゾン感受性を変化させる可能

性があります。このような背景をもとに、私は異なる土壌窒素
条件で育成した日本の代表的な森林樹種のオゾンに対する応答

を研究してきました。
オープントップチャンバー (加熱を防ぐため上部を開放した

野外植物育成室) を用いた2成長期間のオゾンおよび土壌への
窒素処理の結果、個体乾物成長のオゾン感受性には樹種間差異

が認められ、カラマツ、ブナおよびスダジイのオゾン感受性は
スギやコナラのそれよりも高い事が分かりました。一方、オゾ
ンと窒素負荷の複合影響にも樹種間差異が認められ、ブナでは

窒素負荷量の増加に伴ってオゾン感受性が高くなりましたが、
カラマツでは逆に低くなる傾向が見られました(図1)。

図1 異なる窒素負荷量で育成した6樹種の個体乾物成長量とAOT40 (オ
ゾン暴露量の指標)の関係。図中の数字は回帰直線の傾きで、小さい
程オゾン感受性が高い。ブナとカラマツでは、窒素段階毎に回帰直線
を求めている (Watanabe et al. 2006; Watanabe et al. 2007; 
Yamaguchi et al. 2007; Watanabe et al. 2008より作図)。

　現在は、低窒素シグナルによって発現誘導され、低窒素環境
下での生存に重要であると考えられる高親和性硝酸イオン輸送

体遺伝子NRT2.4の機能解析を行っています。NRT2.4は低窒素

条件特異的に側根の表皮細胞において発現します。NRT2.4タ

ンパク質は、培地と接する背軸側の細胞膜に局在することか
ら、低窒素条件における効率の良い硝酸イオン取り込みを担っ

ていると考えられます。実際、NRT2.4  mRNAを注入したアフ

リカツメガエルの卵母細胞は、高親和性の濃度レンジで硝酸イ

オン取り込み活性を示します。また、T-DNA挿入変異体では、
ごく低濃度（0.025 mM 以下）における硝酸イオン取り込み活

性の低下が検出されました。高濃度硝酸イオン（0.2, 0.5, 6 
mM）の取り込みは野生株と変わらないことから、NRT2.4は高

親和性硝酸イオン輸送体として、ごく低濃度の硝酸イオンの取
り込みに寄与すると考えられます（投稿準備中）。現在、

NRT2.4の発現を制御する低窒素シグナル伝達系の分子機構を

明らかにすべく研究を進めています。
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これらの実験的研究で得られた結果と、各樹種の分布そして
全国のオゾン濃度や窒素沈着量のモニタリング結果を地理情報

システムで統合し、オゾンのリスク評価を行いました。その結
果、オゾンのリスクはオゾン濃度の大小だけでなく、オゾン感
受性の樹種間差異と、ブナで認められた窒素沈着によるオゾン
感受性の変化、さらにその地域における炭素固定能力などを考

慮する必要があり、オゾン濃度が高い地域とオゾンのリスクが
高い地域は必ずしも一致しないと結論づけられました(図2, 3)。

図2 対象とした6樹種の分布地域の内、オゾンのAOT40(オゾン暴露量
の指標)が20 ppm h以上の地域(左)と成長低下率が3%以上の地域。ス
ギやコナラの分布地域はAOT40が高くても成長低下率は低い。なお、
窒素沈着量を0 kg ha-1 year-1と仮定した場合、ブナの成長低下率3%以
上の地域はほとんど検出されなくなる (渡辺・山口 2011)。

図3 年間炭素吸収量のオゾンによる低下量の推定(スギ・アカマツ・
カラマツの合計値)。オゾン濃度が首都圏と比べて低い長野・秋田・
岩手で、オゾンの影響が大きい (Watanabe et al.  2010)。

2. 好気的条件下における樹木のメタン放出
メタンはCO2の25倍もの放射強制力を持つ温室効果ガスで

す。このメタンが好気的条件下で植物から放出される事が
2006年にドイツのKepplerらによって報告されました。植物か
らのメタン放出が地球温暖化に対して有意に寄与するのかにつ
いては議論の余地がありますが、どのような環境で、どのよう

な葉がメタンを多く放出するのかを明らかにする必要がありま
す。そこで、モデル植物としてアカシアとユーカリ、バイオエ
タノールの原料として有望なオノエヤナギを用いて、葉の基本

的な形質とメタン放出量の関係やそれに対する高CO2の影響を
調べています (写真 1)。

3. 摩周湖のダケカンバ衰退調査
北海道東部の弟子屈町に位置する摩周湖は、人気の高い観

光地ですが、近年その外輪山でダケカンバの衰退現象が顕在化
しています (写真 2)。摩周湖外輪山では、近隣に原因物質の発

生源がほとんどないのにもかかわらず、春先を中心に大気汚染
物質のオゾン濃度が高いことが、近年明らかになってきまし
た。そこで摩周湖のダケカンバ衰退現象を、特にオゾンとの関

係に着目して調査しています。具体的には①衰退木の生理生態
学的な特徴の把握(野外調査)と②オープントップチャンバー実
験によるオゾンがカバノキ属の稚樹の成長および光合成に与え

る影響調査 (現地と北大の2箇所) を行っています。

写真1　切り葉からのメタン放出量測定の様子　一定時間培養して培養
前後の容器内のメタン濃度差からメタン放出量を算出する。

写真 2　摩周湖外輪山におけるダケカンバ衰退の様子
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Haruhiko Taneda 種子田春彦
（東大・院・理・特任助教）

本領域での担当
　 地球の大気CO2濃度の上昇に伴って、気温や降水量の大きく
変化する可能性が指摘されています。こうした個体の水収支に

関連する環境の変化に対して、植物がどのような応答するのか
という問いに答えられるような研究を目指しています。

これまでの研究
　植物は、枝葉を広げて大きな体表面積を作り出します。こう
した構造は効率的に光を受けられる一方で、蒸発散のために大
量の水が体内から大気へと失われてしまいます。失われた水

は、土壌から吸収されて根から茎を通って、はるばる葉まで運
ばれて補われなければなりません。この道のりのほとんどを、
水は茎の維管束組織にある道管や仮道管を通りますが、ここで

はいくつかの問題を克服する必要があります。
　ひとつは輸送の効率です。茎は非同化器官であり、光合成を
行う葉に対してできる限り量を少なくすることが高い個体の成

長速度に通じます。一方で，茎には葉へ水を輸送することと力
学的に葉を支えることという2つの重要な役割があります。そ

こで，草本から木本まで40種で実測した茎の水輸送能力と支
持能力に基づいて、それぞれの役割に必要な茎の量を計算し比

較しました。その結果、被子植物は、水の輸送よりも力学的支
持のためにより多くの茎の量を必要とし、一方で、針葉樹とイ
チョウなどの裸子植物では、力学的支持よりも水の輸送のため
にやや多めに茎の量を必要とすることがわかりました。この結

果は、被子植物の茎が太い直径の道管を持つことで水の輸送効
率を飛躍的に上げることができ、水の輸送が茎の量を制限しな
くなったことを意味していると考えています (Taneda & 

Tateno 2004)。
　複雑に分枝した枝のかたちも水の流れ方に影響します。輸送
距離に比例して水は流れにくくなるので、理屈の上では、根元

ちかくにある枝や葉へ水が偏って流れ、先端へは水が流れない
という状況も考えられます。数理モデルを用いた解析から、一
本の主軸から複数の側軸が枝分かれする構造ですべての側軸へ
等しく水が流れるためには、主軸に対して側軸が極端に流れに

くいことが重要であるという予測を導きました。この予測をつ
る植物であるクズの地上部にあてはめて様々な部位で水の流れ
やすさを測定した結果、側軸で極端に水を流れにくくさせてい

るのが葉の葉身であることを突き止めました（図1）。葉身で
水が非常に流れにくいというのは、広範な植物種で観察されて
います。したがって，この結果は，多くの植物に当てはまると

考えています (Taneda & Tateno in press)。
　道管の、互いに独立したような構造も問題を含んでいます。
茎から葉へと通じる道管は、葉跡（leaf trace）と呼ばれる一
次木部のもので、葉の発生の初期に作られます。その後、茎が

肥大して葉跡の外側に数多くの道管が加わっても、葉から直
接、維管束が伸びてこれらと接続することはありません。した
がって、葉が二次木部にあるたくさんの太い道管から水を受け

取るためには、葉跡が二次木部の道管とつながり、さらに二次
木部でも道管と道管が繋がって軸方向だけでなく横方向にも水
が輸送される必要があります。クズの茎では，葉跡の道管が節

から20 cmのあいだに二次木部のほぼすべての道管と繋がって

図１：シュート内の水の流れ方に対する葉身の影響
10 m以上の長さに成長したクズの当年生シュートを
用いて，シュート内における水の流れ方を調べた．A
では，茎と葉柄からなる経路，Bでは，茎と葉柄に加
えて葉身を含めた経路での節ごとの水の流れやすさの
分布を見た．縦軸は相対的な水の流れやすさを示し，
横軸は節の番号を示している．節の番号は，シュート
の先端を１として基部になるほど数字が大きくなる．
シンボルの違いは異なる個体からの測定値であり，曲
線は，茎や葉柄，葉身の流れやすさの分布の実測値を
用いて計算した予測値である．茎と葉柄からなる経路
では，先端側（小さい番号の節）よりも基部側（大き
い番号の節）ではるかに流れやすい．一方，これに葉
身が加わると流れやすさの偏りは解消され，どの節で
も水の流れやすさがほぼ均等になる．
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おり、こうした横方向の水の移動は、葉への水の供給量を確保
するうえでも重要であることを実測しました (Taneda & 

Tateno 2007)。
　 植物体内を通る水は、葉から引き上げられる方向の力（陰
圧）によって移動します。このために、道管や仮道管の中に気
泡が入ると陰圧によって気泡はふくらみ管を塞いで水の輸送を

妨げてしまいます。この現象をエンボリズムと呼びます。気泡
が管の中へ入るには、2つの原因が知られています。ひとつ
は、乾燥によって管の中の水に大きな陰圧がかかり、管の外側

にある気体を引き込んでしまうことで起こります。もうひとつ
は、気温が零下まで下がって道管や仮道管の中にある水が凍っ
たときに起こります。氷は、水よりもはるかに気体を溶かさな

いので、凍った管の内部には気泡が現れるのです。エンボリズ
ムの起きる原因は異なりますが、ともに太い直径の管で水を流
している茎で、エンボリズムによる通水阻害が強く起きること
が知られています。私は、ユタ大学のSperry教授の下で、太い

直径の道管を持つGambel's oakの枝では、暑い夏の日中に深刻
なエンボリズムが起こって、最大輸送能力の10％から20％程
度の量しか水を輸送していませんでした。エンボリズムの起き

た道管は夜間に水が充填され、朝には輸送能力を回復させてい
ることを確認しました。輸送効率が高い太い直径の道管は、エ
ンボリズムが起こりやすいという欠点をともないます。そこ

で、エンボリズムを起こした道管の水の輸送能力を短期的に回
復させる性質も同時に持ち合わせることではじめて太い直径の
道管を獲得できたのかもしれません (Taneda & Sperry 
2008)。また、低温下でのエンボリズムによる影響を冬でも葉

をつけている常緑樹で試しました。暖温帯のみに分布する常緑

広葉樹と冷温帯以北に分布する常緑針葉樹の数種をそれぞれ暖
温帯の東京と冷温帯の栃木に移植して、秋から冬にかけての水

収支や枝の水輸送能力の変化を調べました。その結果、シラカ
シやクスノキといった暖温帯までしか分布できない常緑広葉樹
では、栃木に移植すると冬季にエンボリズムにより水輸送能力
が低下して水収支が破綻するのが観察されました。さらに、こ

れらの種では２月には葉が緑色をしたまま落葉しました（図
2）。モミなどの常緑針葉樹と異なり、シラカシやクスノキは
太い道管によって水を輸送しています。そこで、これらの結果

は、太い道管を持つことが冷温帯では深刻なエンボリズムを引
き起こして、さらに寒冷な場所への分布を制限する原因になる
ことを示唆しています (Taneda & Tateno 2005)。

　以上のように、水輸送に関わる多くの現象では、道管や仮道
管の直径や数の大きさ、さらには個体内でのこれらの分布パ
ターンが極めて重要になります。そこで、現在、葉身サイズに
対して主脈にある道管の数や直径が正比例して増加する現象に

注目し、このようなパターンが作られる発生学的なルールにつ
いて考るべく、タバコの葉の主脈や側脈を対象にして研究を進
めています。葉身や主脈の発生を詳細に記述すると同時に理研

の榊原さんに植物ホルモンを測定していただき、葉身と主脈の
木部が発生的に連動するには植物ホルモンのオーキシンとサイ
トカイニンが重要な役割を果たしているらしいことがわかって

きています。今後は、生育中の光強度やCO2濃度が変わったと
きに、こうした葉身サイズと主脈の木部の形態のパターンがど
のように変化するのか、それらが発生中のどのような過程で決
まってくるのかを明らかにしたいと思っています。

図２：冷温帯へ移植したクスノキとシラカシ

冬になると葉が緑色をしたまま，葉縁から褐変

してやがて落葉した．左の図はクスノキで，右

の図はシラカシを示している．
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日本植物学会大会シンポジウムのお知らせ　 C/Nバランスの研究を通して植物高CO2応答を読み解く
　寺島 一郎（東大・院・理）

　9月17日（土）～19日（月）の日程で行われる日本植物学会第75回大会において、小俣達男さんと寺島とがオーガナイザー
となり、「C/Nバランスの研究を通して植物高CO2応答を読み解く」という、直球勝負のシンポジウムを行います。要旨〆切
前に、キーワードやメモをみなさんに出してもらって、coherentなシンポジウムになるように努力しました。中には要旨より
も長いメモを皆さんに送ってくれた方もありました！小俣さんが、overviewをやって下さいます。最後に寺島も何かしゃべる
ことになっていますが、時間があまりないかもしれません。講演などの〆切は終わりましたが、8月10日までに参加を申し込
めば、参加費、懇親会費とも割引料金が適用されます。詳しくはホームページをご覧下さい（http://bsj.or.jp/bsj75/）。

場所：東京大学駒場キャンパス　H会場　
日時：9月17日（土）9:30～12:00
オーガナイザー：小俣達男（名大・院・生命農学），寺島一郎（東大・院・理）

 9:30 -  9:45 小俣達男（名大・院・生命農学）：はじめに　
 9:45 - 10:10 (1aH01) 小西美稲子，柳澤修一（東大・院・農学生命）：高等植物の硝酸応答機構
10:10- 10:35 (1aH02) 早川俊彦，谷合彰子（東北大・院・農）：イネにおける新規タンパク質リン酸化酵素を介したアンモニウム吸収

制御とC/Nバランス
10:35 - 11:00 (1aH03) 佐藤長緒，山口淳二（北大・院・理）： ユビキチンプロテアソームシステムによるC/N応答制御 ― ユビキチンリ

ガーゼATL31とその標的を介した代謝調節
11:00 - 11:25 (1aH04) 木羽隆敏，榊原均（理研・PSC）： 高CO2応答とサイトカイニン 
11:25 - 11:50 (1aH05) 段中瑞，西田生郎（埼大・院・理工）：シンク／ソースの切り替えと二次原形質連絡形成
11:50 - 12:00 寺島一郎（東大・院・理）：おわりに：高CO2応答の理解にむけて

   

第84回日本生化学大会（京都）でのシンポジウム開催のお知らせ
榊原　均（理研・PSC）

今年の9月21日から24日まで、国立京都国際会館で開催される日本生化学会において、21日午後にシンポジウム「高CO2な近未
来環境で植物はどうなるか？　 ̶その解明のための生化学的アプローチ̶」を開催します。これは東京大の柳澤修一さんと榊
原が企画したもので、講演者は九州大の射場厚さん、名古屋大の前島正義さん、東京大の野口航さん、神戸大の三宅親弘さ
ん、そしてオーガナイザーの柳澤さんと榊原です。高CO2環境への応答機構を主に生化学的な観点から議論しようという趣旨
です。学会シンポジウムですので、参加には大会への登録が必要です。詳しくは大会ホームページ（http://www.aeplan.co.jp/
jbs2011/index.html）をご覧下さい。生化学会といいますと、植物を研究されてきた方には縁が薄いかもしれませんが、以前は
植物研究者が多く集い、活発に情報交換をした学会でした。特に今年は大会会頭が京都大の西村いくこ教授ということもあ
り、多くの植物科学関連のシンポジウムや一般講演が予定されています。この機会に是非大会にお越し下さい。

タイトル：高CO2な近未来環境で植物はどうなるか？　̶その解明のための生化学的アプローチ̶
オーガナイザー：柳澤修一（ 東大・院・農学生命），榊原均（ 理研・PSC）
はじめに
射場厚（九大・理）  順遺伝学的アプローチによる気孔のCO2開閉応答機構の解析
前島正義（名大・院・農） 気孔閉口に関わる新規情報伝達タンパク質PCaP1の分子特性と高CO2応答
柳澤修一（ 東大・院・農学生命） シロイヌナズナ高CO2応答のメタボローム解析
榊原均（ 理研・PSC）  高CO2環境への馴化過程における植物ホルモンの役割
野口航（ 東大・院・理）  高CO2条件におけるシロイヌナズナの呼吸代謝系の応答
三宅親弘（神戸大・院・農）  高等植物での、糖代謝における不可避的生成物・アルドケト化合物の代謝メカニズムの全容解明に向

けて～植物は、なぜ糖尿病を患わないのか？～

学術集会案内　その他

miscellaneous information
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新学術領域　第4回班会議

　雪のちらつく中、本領域の第4回班会議が、2011年2月11日（土）午後から12日（日）夕方まで、東京大学理学部2号館講堂に

て開かれました。会議では、寺島領域代表の挨拶の後、計画班9班、公募班16班、班友1班の計26班の各班が、22年度の研究成

果を短い持ち時間のなかで発表し、活発な議論が行われました。本領域では、植物の高CO2応答について分子レベルから、個体

レベル、生態系レベルまで幅広いの現象の解明を目指しています。各班の発表から、各レベルにおける研究やレベルを超えた共

同研究が順調に進みつつあることがわかりました。

　本会議は、東京大の柳澤班を中心にして開催されました。お忙しい中、ご尽力ありがとうございました。

新学術領域総括班からの報告

Information

領域からの案内
1. 若手の会の開催
　2011年10月7日（金）から9日（日）まで、休暇村支笏湖（〒066-0281 北海道千歳市支笏湖温泉，http://www.qkamura.or. 
jp/shikotsu/）で若手の会を開催します。若手の会の期間中に、「代謝とメタボロミクス」勉強会も開催致します。皆様の参

加をお待ちしております。

2. 第5回班会議
　日時：2012年1月21日（土）から22日（日）（予定）

　場所：仙台
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記事募集
ニュースレターは年2回の発行となります。計画研究や、公募研究の内容紹介、そして領域の大きな目標の一つである若手研
究者育成のため、若手の自己紹介を積極的に行っていく予定です。さらに、研究成果の紹介も行いたいと思います。記事の
寄稿をお願いいたします。

　 掲載を希望される方は編集委員会の彦坂幸毅または愛知真木子までお気軽にご連絡ください。掲載希望がない場合は、編集
委員会が人選し、記事執筆を依頼します。その際には是非ともお引き受けくださいますよう、よろしくお願いいたします。

植物高CO2応答ニュースレター　4号
2011年7月発行

発行人　　　寺島 一郎
編集委員会　野口 航・種子田 春彦・愛知 真木子・楠見健介・彦坂 幸毅（編集長）

表紙　安立美奈子
連絡先 彦坂 幸毅　hikosaka@mail.tains.tohoku.ac.jp

新学術領域　第5回総括班会議　議事録

日時：2011年2月12日（土）12:00～13:10
場所：東京大学理学部2号館221号室
出席者：寺島一郎（代表者），及川武久，山谷知行，（以上，評価委員），鈴木石根（学術調査官），各計画班代表者、彦坂

幸毅（広報誌編集委員長）、楠見健介（HP管理者）

議題　寺島領域代表の挨拶に続いて，以下の審議を行った。

１）中間評価について
　平成23年度秋に実施される予定の中間評価について、鈴木学術調査官と山谷評価委員からアドバイスがあった。

2. 次回班会議と若手の会、勉強会の開催時期と場所について
　 23年度の若手の会を小池班の担当で、北海道で開催することとした。前回は若手を中心に会を開いたが、次回は広く参加を
募ることとなった。またその若手の会の期間中に、小俣班と柳澤班が担当して「代謝とメタボロミクス」勉強会も開催するこ

ととした。
　成果報告を行う班会議を牧野班が担当として、2012年1月21日（土）̶22日（日）に仙台で開催することとした。

３）ワークショップ・シンポジウムの開催について

　 2011年9月21日（水）―24日（土）に京都にて開催される日本生化学会に、本領域からシンポジウムの申込みを行ってお
り、採択は2011年3月に決まるということが柳澤班員と榊原班員から報告された。2011年9月18日（日）―20日（火）に東京大
学で開催される植物学会においても、シンポジウムの申込みを行うことが寺島領域代表から報告された。

４）その他
　鈴木学術調査官からアウトリーチ活動についてアドバイスがあった。
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