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巻頭言

Announce 東京大学 大学院理学系研究科 　寺島一郎

　ニュースレターの 1号の最初の部分を再掲させてください。

9年前の話から始まります。

「この領域研究への取り組みは、私がまだ大阪大にいた 2005

年に、九大の射場さんにすすめられて始めました。 2006 年 4

月に東大に移り 11月に特定領域研究に応募しました。計画班

メンバーの射場さん、彦坂さん、牧野さん、小俣さんにご指導

いただきましたが、 申請書は急ごしらえの見栄えのしないもの

で最低の評価でした。審査に関係された某氏によれば、応募書

類の中で、われわれのものは飛び抜けてみすぼらしかったそう

です。2008 年 5月には、新学術領域研究の第 1回目に応募し

ました。この申請では、計画班として新たに3グループに加わっ

てもらいました。分子生理学の本流を行く榊原さんや柳澤さん

が、「生理生態学者と一緒に仕事をしてみたかった」と言って

くださり、大変心強く思いました。また、生態系モデラーの伊

藤さんも参加を快諾してくれました。彦坂さん、柳澤さん、伊

藤さんは申請書の枠組み作りに大貢献してくれました。この回

は、運よくヒアリングに残してもらいました。しかし、なにし

ろ初陣だったせいか調子が出ず、ヒアリングに同席した射場さ

んと伊藤さんの援護射撃もむなしく不採択でした。ところが、

そう知らされても、不思議とそれほど落ち込まず、今度は自分

でも再挑戦をしようと思いました。3度目の申請書は、 2008

年 12 月に提出しました。メンバーの提案を無理なく取りまと

めて、自分の言葉で申請書が書けたような気がしました。ヒア

リングも経験しており、審査会の様子もだいたいわかっていま

す。植物系で面接に残ったのはわれわれの申請だけでしたので、

いろいろとアドヴァイスしてくださる方もありました。プレゼ

ンテーションの練習も、何度も、何度も、何度も、やりました。

そのせいか、ヒアリングもいい感じで終えることができ、採

択されました。根性がないくせに自意識はあり、空気中の CO2
濃度は測定できるが空気は読めない私を引っ張って、プロジェ

クトの採択に導いてくださったみなさんに、心より感謝いたし

ます。」

　上記で「某氏」というのは、当時文部科学省学術調査官だっ

たお茶の水女子大学の加藤美砂子さんです。「いろいろとアド

ヴァイスしてくださる方」とあるのは、昨年亡くなられた島本

功さんです。ずいぶん踏み込んだアドヴァイスをいただき大変

感謝しています。ご冥福を祈るばかりです。2回の落選浪人期

間中もふくめて、文部科学省学術調査官であった加藤美砂子さ

ん、朽津和幸さん、鈴木石根さん、真野昌二さん、そして佐藤

豊さんは、常にわれわれの領域をサポートしてくださいました。

あつくお礼申し上げます。また、基礎生物学研究所の西村幹

夫さんは、基生研の「高等植物の個体制御の分子機構（2005-

2007）」という、今後の日本の植物科学をどう発展させるのか

を議論するプロジェクトを、私にやらせてくれました。本研究

領域の基礎には、基生研で何度か開いたワークショップにおけ

る議論が生きています。そのうちのあるワークショップでは、

評価助言委員（当時は理研植物科学センター長）の杉山達夫先

生が激励のご挨拶をしてくださいました。振り返れば大変多く

の方々のお世話になりました。

　評価助言委員の方々がおっしゃるように、この領域の滑り出

しは、決して「なめらか」なものではありませんでした。まさ

しく、分子生理学者と生態学者が異種格闘技をやっているよう

な感じでした。しかし、徐々にお互いの研究が理解され、議論

が活発になってきました。共同研究もさかんに行われています。

すぐれた研究業績が一流誌を飾るとともに、「しぶい」学問も

育っていると思います。若手の会も盛り上がり、分野間の壁を

感じさせない議論も見られるようになってきました。しかし、

本音を言えば、5年間は短すぎます。せっかくの相互理解が薄

れてしまうのは何としても避けたいものです。

　なお、ときどき「CO2応答とはタイムリーなテーマで、お金

がとれていいですね。」などと皮肉を言われることがあります。

私自身、過去にはそういう目で CO2に関するプロジェクトを

見ていたことがありました。この領域研究に関わるようになっ

て、そう思った自分がなんと不明だったことかと恥じています。

Lloyd T. Evans の Feeding the Ten Billion（Cambridge 1998）

という有名な本があり、訳本（日向康吉訳「100 億人への食糧」）

も 2006 年に学会出版センターから出ています。作物生理学者

が農業史を書いた画期的な本です。しかし、この最後の章の

Global climate change and food supplyというタイトルの節は、

3ページしかありません。今、ここにはもっと多くのことを書

き込まなければならないと思います。そして、私はこのプロジェ

クトを終えても、「植物への地球環境変化の影響が著しくなる

今世紀後半に 100 億人を食わせる」ために、植物の高 CO2応

答の基礎研究を続けようと決心しました。まるで農学者のよう
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ですが・・・。　

　最後に、領域としての出版物について書きます。

1） Plant and Cell Physiology 　2014 年 2 月号　Special Focus 

Issue： Plant Response to CO2 

　Plant and Cell Physiologyは、日本植物生理学会が世界に誇

る英文誌です。本領域の評価助言委員で、PCP 編集長の山谷

知行さんのご好意により Special Focus Issue が実現しました。

計画班代表で PCP 編集実行委員でもある榊原均さんを中心に、

本領域から柳澤修一さんと寺島が臨時編集委員として加わり

ました。領域から沢山の論文が投稿され、2月号には Editorial

に加えて、総説 1篇と原著論文 12篇を載せることができまし

た。5月号までに載った論文を冊子にする予定です。2月号に

載った論文は以下の通りです。

Ichiro Terashima, Shuichi Yanagisawa, and Hitoshi Sakakibara 

(2014) Plant Responses to CO2: Background and Perspectives. Plant 

Cell Physiol. 55: 237-240 

Juntaro Negi, Mimi Hashimoto-Sugimoto, Kensuke Kusumi, and 

Koh Iba (2014) New Approaches to the Biology of Stomatal Guard 

Cells. Plant Cell Physiol. 55: 241-250 

Izumi C. Mori, Jiye Rhee, Mineo Shibasaka, Shizuka Sasano, 

Toshiyuki Kaneko, Tomoaki Horie, and Maki Katsuhara (2014) 

CO2 Transport by PIP2 Aquaporins of Barley. Plant Cell Physiol. 55: 

251-257 

Koichi Tsutsumi, Masae Konno, Shin-Ichi Miyazawa, and Mitsue 

Miyao (2014) Sites of Action of Elevated CO2 on Leaf Development 

in Rice: Discrimination between the Effects of Elevated CO2 and 

Nitrogen Defi ciency. Plant Cell Physiol. 55: 258-268 

Takushi Hachiya, Daisuke Sugiura, Mikiko Kojima, Shigeru Sato, 

Shuichi Yanagisawa, Hitoshi Sakakibara, Ichiro Terashima, and 

Ko Noguchi (2014) High CO2 Triggers Preferential Root Growth of 

Arabidopsis thaliana Via Two Distinct Systems Under Low pH and 

Low N Stresses. Plant Cell Physiol. 55: 269-280 

Nobuyuki Takatani, Takuro Ito, Takatoshi Kiba, Marie Mori, 

Tetsuro Miyamoto, Shin-ichi Maeda, and Tatsuo Omata (2014) 

Effects of High CO2 on Growth and Metabolism of Arabidopsis 

Seedlings During Growth with a Constantly Limited Supply of 

Nitrogen. Plant Cell Physiol. 55: 281-292 

Shoki Aoyama, Thais Huarancca Reyes, Lorenzo Guglielminetti, 

Yu Lu, Yoshie Morita, Takeo Sato, and Junji Yamaguchi (2014) 

Ubiquitin Ligase ATL31 Functions in Leaf Senescence in Response 

to the Balance Between Atmospheric CO2 and Nitrogen Availability 

in Arabidopsis. Plant Cell Physiol. 55: 293-305 

Shigeru Sato and Shuichi Yanagisawa (2014) Characterization of 

Metabolic States of Arabidopsis thaliana Under Diverse Carbon and 

Nitrogen Nutrient Conditions via Targeted Metabolomic Analysis. 

Plant Cell Physiol. 55: 306-319 

Kentaro Kaneko, Takuya Inomata, Takahiro Masui, Tsutomu 

Koshu, Yukiho Umezawa, Kimiko Itoh, Javier Pozueta-

Romero, and Toshiaki Mitsui (2014) Nucleotide Pyrophosphatase/

Phosphodiesterase 1 Exerts a Negative Effect on Starch Accumulation 

and Growth in Rice Seedlings under High Temperature and CO2 

Concentration Conditions. Plant Cell Physiol. 55: 320-332 

Daisuke Takagi, Hironori Inoue, Mizue Odawara, Ginga 

Shimakawa, and Chikahiro Miyake (2014) The Calvin Cycle 

Inevitably Produces Sugar-Derived Reactive Carbonyl Methylglyoxal 

During Photosynthesis: A Potential Cause of Plant Diabetes. Plant 

Cell Physiol. 55: 333-340 

Chihiro K. Watanabe, Shigeru Sato, Shuichi Yanagisawa, 

Yukifumi Uesono, Ichiro Terashima, and Ko Noguchi (2014) 

Effects of Elevated CO2 on Levels of Primary Metabolites and 

Transcripts of Genes Encoding Respiratory Enzymes and Their 

Diurnal Patterns in Arabidopsis thaliana: Possible Relationships with 

Respiratory Rates. Plant Cell Physiol. 55: 341-357 

Zhongrui Duan, Ayumi Homma, Megumi Kobayashi, Noriko 

Nagata, Yasuko Kaneko, Yuki Fujiki, and Ikuo Nishida (2014) 

Photoassimilation, Assimilate Translocation and Plasmodesmal 

Biogenesis in the Source Leaves of Arabidopsis thaliana Grown 

Under an Increased Atmospheric CO2 Concentration. Plant Cell 

Physiol. 55: 358-369 

Minaco Adachi, Toshihiro Hasegawa, Hiroshi Fukayama, Takeshi 

Tokida, Hidemitsu Sakai, Toshinori Matsunami, Hirofumi 

Nakamura, Ryoji Sameshima, and Masumi Okada (2014) Soil and 

Water Warming Accelerates Phenology and Down-Regulation of Leaf 

Photosynthesis of Rice Plants Grown Under Free-Air CO2 Enrichment 

(FACE). Plant Cell Physiol. 55: 370-380 

Charles P. Chen, Hidemitsu Sakai, Takeshi Tokida, Yasuhiro 

Usui, Hirofumi Nakamura, and Toshihiro Hasegawa (2014) Do the 

Rich Always Become Richer? Characterizing the Leaf Physiological 

Response of the High-Yielding Rice Cultivar Takanari to Free-Air 

CO2 Enrichment. Plant Cell Physiol. 55: 381-391 

2） 「化学と生物」セミナー室　「植物の CO2応答」の連載

　小池孝良さんのお世話で、化学と生物のセミナー室への連載

が実現しました。彦坂幸毅さんが編集を担当され、2013 年 4

月から 2014 年の 3月までに、12編の総説が掲載されました。

化学と生物は出版後１年を経ないとHPで内容を閲覧すること

ができませんし、これだけの総説がバラバラの冊子に載ってい

るのはもったいないので、これをとりまとめて１冊の本にする
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ことを計画しています。

 1. 植物と二酸化炭素／彦坂幸毅、寺島一郎

 2. 高 CO2と光合成の生化学／牧野　周

 3. 高 CO2環境に対する落葉樹の応答／小池孝良、渡辺　誠、

渡邊陽子、江口則和、高木健太郎、佐藤冬樹、船田　良

 4. FACE 実験による水田生態系の気候変動応答研究／臼井靖

浩、常田岳志、酒井英光、林　健太郎、長谷川利拡

 5. 植物の高 CO2 応答における遺伝子発現変化／深山 浩

 6. C/N バランス調節による植物の代謝・成長戦略／佐藤長緒、

山口淳二

 7. 植物は、なぜ糖尿病を患わないのか？／三宅親弘

 8. 気孔の CO2応答機構／橋本（杉本）美海、祢冝淳太郎、楠

見健介、射場 厚

 9. 葉肉コンダクタンス／溝上祐介、寺島一郎

10. 光合成誘導反応／唐 艶鴻、冨松 元、深山 浩

11. 高二酸化炭素濃度に対する植物の長期的な応答／彦坂幸毅

12. 地球環境変動と植物の応答／伊藤昭彦

3）ブルーバックス

　一般向けの本を、講談社のブルーバックスとして出版します。

すでに講談社の企画会議で認められました。彦坂幸毅さん、伊

藤昭彦さん、それに寺島が主に執筆する予定です。
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新学術領域研究からのニュース

News

「化学と生物」で植物の高 CO2応答に関する総説の連載が 3月で終了

　公益社団法人日本農芸化学会が発行する学術雑誌「化学と生物」に、新学術研
究参画者のオムニバス形式の連載を掲載しました。3月号で最後の原稿が発行さ
れました。
　　化学と生物ウェブサイト（http://www.jsbba.or.jp/pub/journal_kasei/）

　「化学と生物」の掲載原稿は、発表の 1年後に pdf ファイルが公開となります。
4月から順次以下のページで公開される予定です。
　　　　https://www.jstage.jst.go.jp/browse/kagakutoseibutsu/-char/ja

Plant & Cell Physiolosy誌の特集号が出版されました

　新学術研究参画者の執筆による、Plant & Cell Physiolosy誌の特集号 "Special 
Focus Issue: Plant Response to CO2" が発刊されました。本領域で得られた最新の
知見が掲載されています。特集記事はいずれもOpen Access になっており、どな
たでもアクセスできますので、ぜひご覧下さい。
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CO2上昇と窒素固定が葉面積動態に与える影響  

植物群落の葉面積指数は、植物群落がもつ土地面積あたりの総葉面積のことで、植物群落の CO2

吸収能力を決める重要な要因です。生産力が高い群落では葉の生産と脱落が常時起こっており、

両者のバランスが葉面積指数を決定します。高 CO2が葉面積指数に与える影響は研究によって異

なることが知られています。私たちは応答の違いが窒素利用との関係によって左右されているの

ではないかと考え、窒素固定植物の葉面積指数の CO2応答を調べました。窒素固定植物は、地下

部の根粒内に窒素固定細菌を共生させ、炭水化物を提供し、細菌が大気窒素を使って固定したア

ンモニアを受け取っています。本研究では根粒をもつダイズと、突然変異により根粒を着生しな

くなったダイズの群落を異なる CO2で育成し、葉の生産・枯死の動態を追跡しました。根粒着生

系統では、高 CO2で吸収窒素量が増えており、葉面積の生産量が高 CO2によって促進されました。

しかし、葉の枯死も早く起きていたため、高 CO2における葉面積指数のピークは両系統であまり

変わらない、という意外な結果になりました。根粒着生系統で葉の枯死が早くなったのは、群落内部の光環境の悪化によるものと考えられました。

葉面積指数の調節は、光や獲得窒素量など様々な要因の影響を受け、その環境応答は複雑であることがわかりました。 

Oikawa S, Okada M, Hikosaka K (2013) Effects of elevated CO2 on leaf area dynamics in nodulating and non-nodulating soybean stands. Plant 

and Soil 373:627-639

 

新学術領域研究からの論文紹介

Research manuscripts
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。

動物の神経伝達調節因子が植物の気孔応答を制御することを発見  

気孔は、高度の環境情報処理機構によって常に成長・生存に最適な状態を保つように

その開閉が調節されています。この調節を担うのは、気孔細胞（孔辺細胞）内の膨圧

を作り出すプロトンポンプです。私たちは、大気中 CO2への感応に異常をもつモデル

植物シロイヌナズナ変異株の解析から、動物の神経伝達を制御する因子MUNC-13 と

同じ構造をもつタンパク質、PATROL1 を発見しました。 

　PATROL1 因子は、光や乾燥などの環境変化にあわせて、孔辺細胞の細胞膜の近辺を

動き回ります。この因子の挙動はプロトンポンプの細胞内から細胞膜上への配置移動、

あるいはその逆の撤収移動と一致しています。このような観察から、PATROL1 がプロ

トンポンプが必要とされる時に細胞膜に並べたり、逆に必要でなくなった場合には回収したりする機能をもっていることが推測されました。例

えば、光環境では光合成を行うために積極的に CO2を取り入れたいために気孔は大きく開きます。その場合には、PATROL1 がプロトンポンプ

を短時間のうちに細胞膜に配置させます。一方、乾燥などによって体内からの水分の放出を防がなければならない場合には、プロトンポンプを

その一部を残して細胞膜から撤去します。 従来のプロトンポンプの研究は、ポンプそのものの活性化メカニズムに関してのものがほとんどで、

そのメカニズムは一般の教科書などでも詳しく解説されています。しかし、今回発見されたようなタイプの調節機構が存在することは驚くべき

ことであり、さらに、その機構の鍵を握っている因子が動物の神経情報伝達の “ 要 ” となるような因子であったことは、植物と動物の進化の過

程でどのような経緯があったのかを考えるうえでも大変興味深いことです。 

Hashimoto-Sugimoto M, Higaki T, Yaeno T, Nagami A, Irie M, Fujimi M, Miyamoto M, Akita K, Negi J, Shirasu K, Hasezawa S, Iba K. (2013) A 

Munc13-like protein in Arabidopsis mediates H
+
-ATPase translocation that is essential for stomatal responses. Nature Communications 4:2215 doi: 

10.1038/ncomms3215.

　　PATROL1 を過剰発現した植物体（PATROL1-OX）は野
　生株（WT）に比べサイズが大きくなる . Bar = 1 cm

本研究でもちいたダイズ。左が根粒着生
系統で、根に根粒があることがわかる。
右が根粒非着生系統。 
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葉肉組織は CO2濃度変化に対する素早い気孔開閉を誘導する  

孔辺細胞はそれ自身が直接、光や CO2濃度などの環境要因の情報を受け取り、気孔開度を

調節することが知られています。一方、葉の気孔の応答と、表皮だけにしたときの気孔の

応答を比較した解析から、葉肉組織が気孔開閉を制御することが示唆されてきました。 

　私たちは、表皮を容易に剥離できるツユクサ（Commelina communis）を用いて、葉片、剥

離表皮、剥離表皮を葉肉組織に再移植した試料の気孔の CO2応答を比較しました。この解

析に先立ち、試料周囲の CO2濃度、温度等の環境を制御しつつ顕微鏡観察を行えるシステ

ムを構築しました。また、表皮用緩衝液を固めたゲルに試料をのせ、乾燥と過湿を防いだ

ことにより、生理的条件に近い環境の下で気孔の継時観察を行うことに成功しました。こ

れらの新しい解析手法を採用したことで、葉肉組織が気孔開閉速度を加速させて、環境変

化に対する素早い気孔応答を可能にすることを明らかにしました。 

　剥離表皮と葉肉組織の間に、水透過性の異なるスペーサーを挟んで気孔の応答を解析した

結果、葉肉組織から放出された水溶性のアポプラスト因子（葉肉シグナル）が気孔開度を調

節することが示唆されました。また、光合成阻害剤を処理する実験を行い、気孔開口に関与

する葉肉シグナルは光合成に強く依存しますが、高 CO2による気孔閉鎖に関与する葉肉シグ

ナルはあまり光合成に依存しないことも示しました。本研究から、葉の主要な光合成の場で

ある葉肉組織が、炭素固定反応の基質である CO2の取り込みを積極的に制御することが強く支持されました。現在は、気孔開閉制御の鍵物質で

ある葉肉シグナルの同定に向けて研究を進めています。  

Fujita T, Noguchi K, Terashima I (2013) Apoplastic mesophyll signals induce rapid stomatal responses to CO2 in Commelina communis. New 

Phytologist 199: 395-406.

　葉片、剥離表皮、移植片の気孔応答の比較。
上段は赤色光、下段は白色光を照射したとき
の結果。横軸は観察を開始してからの経過時
間、縦軸は気孔開度を示す。観察を開始して
2時間は低 CO2処理を行い、続けて 1時間は
高 CO2処理を行った。

孔辺細胞には未発見のアブシシン酸受容体が存在する

　気孔は一対の孔辺細胞から構成される穴で，植物の葉の中への二酸化炭素の取り込み

をすると同時に蒸散による水分の損失にも重要な働きをしています。気孔開度は環境要

因により変化する訳ですが，アブシシン酸は乾燥時に気孔閉口を誘導する非常に重要な

植物ホルモンです。このため，古くから大変研究が進んでおります。特に，アブシシン

酸を感じるタンパク質分子，ABA 受容体の実体を明らかにすることは長年の研究者の夢

でした。 

　1990 年代の研究により，孔辺細胞には少なくとも２種類のアブシシン酸受容体が存

在するというモデルが提唱されました。ひとつは細胞表面に存在して気孔開口を抑制す

る役割をもつ受容体で，もうひとつは細胞内に存在して気孔閉口を誘導する役割をもつ

受容体であると考えられています。しかしその後も細胞外受容体については議論が続い

ています。 

　2009 年に細胞内に存在するアブシシン酸受容体が発見されました。PYR/PYL/RCAR

と呼ばれる一群の遺伝子が受容体の実体であることが示されました。この遺伝子はシロイヌナズナのゲノムに１４個存在し，遺伝子ファミリー

を作っています。このうち PYR1，PYL1，PYL2，PYL4 と名づけられた４つの受容体遺伝子が，アブシシン酸による気孔閉口誘導に関与してい

ることがすでに明らかにされていました。本研究では，この４つの遺伝子が気孔開口阻に関与しているかどうかを検証しました。 

　４つの遺伝子が破壊された突然変異植物体では，やはりアブシシン酸による気孔閉口運動は欠損していました。しかし，アブシシン酸によ

る気孔開口の阻害は正常であることが観察され，野生型植物体と同程度のアブシシン酸感受性を持つことが明らかになりました。このことは

PYR1，PYL1，PYL2，PYL4 遺伝子以外に，気孔開口を抑制する役割をもつ受容体が存在することを示しています。 

Yin Y, Adachi Y, Ye W, Hayashi M, Nakamura Y, Kinoshita T, Mori IC, Murata Y (2013) Difference in abscisic acid perception mehcanisms 

between closure induction and opening inhibition of stomata. Plant Physiology 163:600-610.

　気孔開口に重要な H+-ATPase 活性を抗体で可視
化した。WT は野生株，quadruple は四重変異体
を示す。H+-ATPase が活性化した孔辺細胞は蛍光
が強まり光って見える。赤色光照射 (RL) では H+-
ATPase は活性化しないが，赤青色照射 (RL + BL) で
は孔辺細胞が光って見える。アブシシン酸を添加
すると (+ABA)，赤青色照射をしても H+-ATPase は
活性化しなかった。 
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す。また、高 CO2濃度にすると速やかに閉じます。葉肉と剥

離表皮との間にバッファーで湿らせたセロハン紙をおいても、

開口、閉口が起こります。Mott らのデータに再現性はありま

せんでしたが、葉肉シグナルが存在すると言った点は正しかっ

たのです。これらをとりまとめて New Phytologistに投稿しま

した。ところが、Editor-in-Chief が気孔の専門家（Hetherington）

で、われわれが使った緩衝液の Ca2+濃度が気に入りません。

審査にもまわらず、reject / resubmission をくらいました。藤

田君はほとんど全ての実験を異なる Ca2+濃度でやり直しまし

た。最終的には通ったのですが、審査員よりも Editor-in-chief

が常に多くの注文をするという、「なんだかなあ…」という戦

いでした。最後に、高圧的な注文に皮肉を込めたつもりで、「We 

thank you very much for your ‘educational’ editing.」という礼

状を書いたところ、「It was my pleasure.」という返事が来ま

した。皮肉は全く通じなかった次第です。藤田君は、現在、こ

のシグナルの実体を探っているところですが、これにも大変な

苦労をしています。頑張ってほしいものです。

　わたしが大阪大学にいた 9年間のうち最後に 2年間は改築

したばかりの快適な研究室に住みました。部屋のデザインもで

きたので、質量分析計を何としても手にいれたいと思い、「質

量分析計室」というのを作りました。本物の同位体比質量分析

計が入るまではと、研究室で一番精密な天秤を入れました。質

量を測定するのだから文句はなかろうというわけです。結局、

大阪大学に在籍中には、質量分析計は手に入れることができま

せんでした。この新学術領域が採択され、同位体比質量分析

計を購入することができました。溝上祐介君が、これを使っ

て、葉肉コンダクタンス（細胞間隙から葉緑体への CO2拡散）

の制御に関する研究をしています。空気中の CO2 の約 1% は

　

○ 主な研究成果

　ちょうどこの領域研究が始まった 2008 年に、Mott が面

白い論文を出版しました。ムラサキツユクサの仲間である

Tradescantia pallidaなどの剥離表皮に光を照射したり、空気中

の CO2濃度を変化させたりしても、剥離表皮中の孔辺細胞は

それほど敏感には反応しないが、剥離表皮をふたたび葉肉の上

に載せると光や CO2に敏感に応答するようになるというもの

です。たまたま当番がまわってきたので、この論文を面白い論

文だというので、研究室セミナーで紹介したところ、野口航さ

んが剥離表皮の気孔の開度が異常に大きな値であることを指

摘しました。なるほど、パンパンに開くと環境に応答しよう

にも応答できません。そこで私はこの研究の追試を始めまし

た。Mott らの用いた KCl の濃度が高すぎ、細胞壁の薄い表皮

細胞が縮んで孔辺細胞を外側に引っ張るので、気孔が開くこと

が分かり（hydropassive opening）、最初の班会議ではこの話

をしました。ちょうどM1になった藤田貴志君が修士論文の

研究テーマを決めようとしていたので、Mott の研究を越える

仕事をしないかと誘ったら、気に入ってくれて気孔の仕事を始

めました。藤田君は、再現性のよいデータを取ることに非常に

苦しみました。剥離表皮を、バッファーをしみ込ませた濾紙の

上に置くと、水が気孔腔にしみ込んでしまい、その気孔はほと

んど環境応答を示さなくなります。そこで藤田君はゲランガム

を使って水ポテンシャルの正確な制御を試みました。こうして

気孔腔に水が入りこみにくい実験系を完成させました。青色光

を含む白色光をあてるとツユクサの剥離表皮の気孔は開きます

が、CO2濃度を高めても閉鎖の開始がうんと遅れます。また剥

離表皮に赤色光を当てても気孔はほとんど開きません。しかし、

剥離表皮を葉肉に載せると、赤色光にも応答して気孔が開きま

計画班から

Research groups
　計画班の研究代表者に、新学術での成果と活動について書いていただきました。

成長呼吸と維持呼吸の高 CO2応答
ー気孔コンダクタンスと葉肉コンダクタンスの CO2環境応答ー

研究代表者：寺島　一郎（東京大）
研究協力者：野口　航・種子田　春彦（東京大）
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13CO2です。Rubisco は 13CO2よりも 12CO2を好みます。完全

な開放系で Rubisco に CO2を固定させると、12CO2を優先的に

固定します。一方、完全な閉鎖系では、結局どちらの CO2も

固定されます。葉はこの中間です。葉にガス交換をさせて、ど

ちらの CO2をどれだけ固定したかを明らかにすれば、葉緑体

へのガスの拡散しやすさが分かります。乾燥時には、気孔が

閉じるとともに、葉肉コンダクタンスも低下します。ABA 合

成ができない変異体では、水やりを止めて土壌を乾燥させても

気孔も閉じず、葉肉コンダクタンスも低下しません。これに

ABA を与えると気孔も閉じ、葉肉コンダクタンスも低下しま

す。高 CO2条件下でも気孔が閉じ、葉肉コンダクタンスも低

下しますので、これも ABA が関与しているのではないかと狙

いを付けましたが、ABA を合成できない変異体でも、高 CO2
濃度における気孔の閉鎖と葉肉コンダクタンスの低下が見られ

ますので、狙いは見事にはずれました（ここまでを鋭意取りま

とめ中。論文はほぼ完成。）。　

　現在、溝上君は、射場厚さんから譲ってもらったシロイヌ

ナズナの気孔応答性変異体を使って CO2濃度への応答性を調

べています。CO2応答を調べると野生型では高 CO2で気孔が

閉じ、葉肉コンダクタンスも低下しました。ところが、ost1や

slac2-1では気孔は閉じませんが、やはり葉肉コンダクタンス

は低下しました。したがって、気孔コンダクタンスと葉肉コン

ダクタンスは常に連動しているわけではありません。溝上君は、

実は、葉肉コンダクタンスが大きい植物の創出を夢見ています。

気孔コンダクタンスが低下して細胞間隙の CO2濃度が低下し

ても、光合成はそれほど低下しない植物です。今回、気孔コン

ダクタンスと葉肉コンダクタンスは連動しないことがわかりま

したが、今のところ全ての変異体で、葉肉コンダクタンスが高

CO2条件で低下しており、溝上君のもくろみは外れています（こ

こまでを 2つ目の論文とする予定）。これまでの研究から、葉

肉コンダクタンスがアクアポリンによる CO2の透過性や、カ

ルボニックアンヒドラーゼの活性によって影響を受けることが

示唆されていますので、溝上君はアクアポリンやコーポリン

（cooporin）の発現制御の仕事もしています。また、檜垣匠さ

んに教えてもらって、膜小胞の動きを見ようとしています。

　このニュースレターの原稿は寺島が書いていますので、分量

が少なくなりましたが、寺島班の計画研究の目玉は、野口さん

を中心とした呼吸系の研究です。ポスドクの渡辺千尋さんは

シロイヌナズナの野生型を 390 ppmv と 780 ppmv で栽培し、

その呼吸系を丁寧に比較しました。夜間、明け方に近づくに

つれて、390 ppmv で栽培した植物では、呼吸系が ATP 利用

反応によって律速されていることが分かりました。780 ppmv 

で栽培したものでは律速が緩和されていました（Plant and Cell 

Physiologyの 2014 年 2 月の特集号）。渡辺さんは柳澤修一さ

んのお世話になり、メタボロームの解析も行いました。つくば

みらい市の FACE でもタカナリとコシヒカリの呼吸系に及ぼす

CO2濃度の影響を調べました。

　また、野口さんと蜂谷卓士さんは地上部と根とのバランスに

及ぼす影響を調べました。低窒素条件や根圏の酸性化と高 CO2
を組み合わせると、根が相対的に大きくなります。低 pH/high 

CO2では、根における糖の蓄積がオーキシンとサイトカイニン

のバランスを変化させ、側根数が増加することが明らかにな

りました（Plant and Cell Physiologyの 2014 年 2月の特集号）。

この研究にも、榊原均さんと柳澤さんの全面協力してくれまし

た。

○ 共同研究

　呼吸系の研究では、柳澤さんのご協力を得てメタボローム解

析をしました。また、榊原さんにはホルモン解析でお世話になっ

ています。小胞の顕微鏡観察では檜垣さんに相談にのっても

らっています。溝上君は、公募班の高木慎吾さん（ビリンが葉

緑体接着に利いている）、森泉さん（アクアポリン／コーポリ

ン関連の変異体）と葉肉コンダクタンスを測定しています。藤

田君は高木さんとプロトプラスト内の葉緑体分布の仕事をして

います。

○ 若手研究者の育成

　蜂谷君が領域の博士研究員から、理研の特別研究員（榊原研）

になりました。溝上君は、葉肉コンダクタンスの仕事で学位を

取りまとめています。藤田君は、現在葉肉シグナルを追いかけ

ており、今年度中に学位をとろうと努力しています。

○ 情報の発信

　植物生理生態学の教科書が少ないので、4年間をかけて教科

書を執筆し、昨年 8月に裳華房から出版しました（「植物の生

態̶生理機能を中心に」）。印税を当て込んで著者割引で買い込

み、各研究班に配布しました。通読してくださると嬉しいです。

残念ながら誤植が沢山あります。裳華房のサイトから正誤表を

ダウンロードしてください。

　文京区の小学生への植物学教室なども引き受け、アウトリー

チ活動にも力を入れるようになりました。
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られました。もしそうであれば、変異体の孔辺細胞内では陰イ

オンが蓄積しているはずです。そこで、変異体の孔辺細胞にお

けるイオン含量を測定したところ、野生型と比較して陰イオン

（Cl-やリンゴ酸 2-など）が高蓄積していることがわかりまし

た。またオゾン暴露に対して抵抗性が低下した変異体 rcd3を

単離し、私たちと同時期に同じ原因遺伝子の解析を行っていた

Vahisalu ら (Nature 2008) は、孔辺細胞における陰イオン電流

を測定しました。孔辺細胞の細胞膜では、これまで、ゆっくり 

(slow) 活性化され、持続的にその活性を維持する S型の陰イオ

ン電流と、素早く（rapid）一過的に活性化される R型の陰イ

オン電流が検出されていました。それらの電流を測定した結果、

変異体の孔辺細胞では S型の陰イオン電流が特異的に阻害さ

れることがわかりました。これら２つの研究グループの解析結

果から、CDI3/RCD3は気孔閉鎖における細胞膜を介した陰イ

オン輸送に重要な役割を果たしていることが明らかになりまし

た。CDI3/RCD3は名前を統一してSLAC1(slow anion channel 1)

と命名されました。

３）気孔機能形成を統括する植物固有の転写因子（柳澤班との

共同研究）(6)

　孔辺の初期発生過程は、動物の筋肉や神経の発生とよく似た

メカニズムによって進行することが明らかにされていますが、

孔辺細胞がどのようにして機能化するかについてはわかってい

ません。私たちは、気孔が開閉機能を確立するプロセスの鍵因

○ 主な研究成果

１）植物で初めて同定された CO2シグナル伝達

因子HT1キナーゼ (1)

　CO2は濃度依存的に気孔の開閉を誘導するシ

グナル因子の一つであり、低 CO2条件下で気孔

は開口し､ 高 CO2条件下では閉鎖します。ht1-1, 

ht1-2 (high leaf temperature 1) 変異体は低 CO2条件

下でも気孔開度が小さく、相対的に高温を示す変

異株として単離されました。これらの ht1劣性変

異体における気孔の開閉異常は CO2特異的であ

り、青色光や ABA に対する反応はほぼ正常でし

た。HT1はプロテインキナーゼをコードしており、

これらの変異はHT1 キナーゼ活性を低下させる

ことがわかりました。その後単離された ht1変異体は、高い葉

温を示すものは、いずれも劣性変異体で、キナーゼ触媒ドメイ

ン上の保存性の高いアミノ酸に変異を持っていました。一方、

高 CO2条件下でも低温を示す ht1-3D優性変異体においては、

変異部位はキナーゼ間で保存性が高い部位ではなく、Arg から

Lys への 1アミノ酸置換を引き起こすものでした。ht1-3D変異

を持つHT1 キナーゼの活性を調べたところ、阻害剤に対する

キナーゼ活性の特性は正常HT1 と変わりませんでしたが、キ

ナーゼ活性が上昇していました。HT1 キナーゼの立体構造予

測から、元の Arg 残基はキナーゼの不活性化型を安定化させ

ており、Lys へ置換されるとその不活性化型を不安定化させる

ことが考えられます。また、HT1-3 を過剰発現させた個体は

非常にしおれやすい性質を示します。以上のことからHT1 キ

ナーゼの活性やタンパク量の厳密な制御が、生体内の CO2応

答に重要であることが推測されます。

２）気孔閉鎖に必須な S型陰イオンチャネル SLAC1(2-5)

　シロイヌナズナ cdi3変異体は、CO2依存的な葉面温度変化

を指標に単離された変異体の１つで、常に気孔が開いており、

高 CO2処理をしても気孔を閉じさせることができません。そ

の原因遺伝子は、真菌や細菌のジカルボン酸 / リンゴ酸輸送

体の遠縁のホモログタンパク質をコードしており、孔辺細胞

の細胞膜に特異的に発現していました。これらのデータから、

CDI3 は細胞膜局在型の外向き陰イオンチャネルであると考え

高等植物における CO2環境応答の分子機構

研究代表者：射場 厚（九州大）
連携研究者：楠見 健介・杉本 美海・祢宜 淳太郎（九州大）
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子として、植物固有の転写因子である Dof 型転写因子 SCAP1 

を同定しました。SCAP1 は若い気孔が形成された後のステー

ジで、孔辺細胞核で発現します。この因子の変異株 scap1 では

気孔の奇形が誘発されるとともに、気孔の機能も失われます。

すなわち、気孔の開閉に働くイオン・有機酸輸送を担うチャネ

ル等の因子の発現が抑えられ、そのことによって孔辺細胞のホ

メオスタシスが維持できなくなります。さらに、細胞壁構築に

重要な役割をもつペクチンメチルエステラーゼの発現が著しく

低下し、孔辺細胞の内側の細胞壁において細胞壁強化に関わる

ペクチンの脱メチル化（成熟化）が滞ります。これらの知見は、

気孔の機能化は SCAP1 によって行われ、気孔の ‘ 口 ’ の形成と

開閉機能の付与を統括していることを示しています。

４）細胞膜交通システムの効率化による植物成長力の増強（馳

澤班との共同研究）(7,8)

　気孔の CO2応答性に異常をもつシロイヌナズナ変異株 ht2の

原因遺伝子の解析から、膜交通制御因子 PATROL1 を同定しま

した。PATROL1 は動物の神経伝達物質の分泌に重要な機能を

持つMUNドメインを持つ植物で初めて見つかったタンパク質

ですが、光や湿度などの外部環境の変化に応じて細胞膜の主要

なH+-ATPase である AHA1 の細胞膜への局在化を調節します。

PATROL1 はエンドソームに存在し、細胞内での分布は光や乾

燥などの環境条件により変化し、機能欠損型 patrol1変異体で

は AHA1 の細胞膜局在が異常になります。PATROL1 過剰発現

体では低 [CO2] や光による気孔開孔が促進されており、光合成

活性が上昇し、地上部の生重量も増加します。生重量が増加す

る理由として、気孔開度の増加による CO2取り込み量の増大

に加え、細胞膜上の H+-ATPase の局在量を増やすことによる

細胞の酸成長の促進も考えられます。また、PATROL1 過剰発

現体では高 CO2、暗条件、乾燥などの条件下でも、正常に気孔

を閉じることができます。このことは、H+-ATPase の恒常的活

性化型を発現させた形質転換植物体が受けるような極度の乾燥

ストレスを回避することができ、効率よく光合成を行うことが

可能となることを示しています。樹木や作物を含む多くの高等

植物で PATROL1 遺伝子と非常に高い相同性を持つ遺伝子が存

在します。配列の相同性はMUNドメインだけでなく、一次構

造全体にわたることから、MUNドメイン以外の部分も植物に

とって共通して重要な配列であることが推測されます。

文献

1) M. Hashimoto, et al. (2006) Nature Cell Biol., 8, 391-397. 

2) J. Negi, et al. (2008) Nature, 452, 483-486.

3) B. Brandt, et al. (2012) Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 109, 

10593-10598.

4) K. Kusumi, et al. (2012) J. Exp. Bot., 63, 5635-5644.

5) T. Kurusu, et al. (2013) PLoS ONE, 8(8), e70623. 

6) J. Negi, et al. (2013) Curr. Biol., 23, 479-484.

7) M. Hashimoto-Sugimoto, et al. (2013) Nature Commun., 

4:2215 doi:10.1038/ncomms3215. 

8) T. Higaki, et al. (2014) Plant Cell Physiol., doi: 10.1093/pcp/

pct151.

○外部への発信

朝日朝刊 2012.5.18. 植物「夏バテ」原因物質特定 九大

など 暑さに強い品種選び可能に

朝日朝刊 2013.8.1. 光合成フル回転成長 3割増 九大な

ど成功 バイオ燃料増産に期待
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かし、実験材料となる NRT2.1-NRT2.2-NRT2.4三重欠損株を提

供して頂いた榊原班の木羽さんをはじめ本重点領域の皆様のご

助力、ご助言のおかげで目的の「恒常的窒素不足状態」を実現

することができ、無事にその成果を論文として発表することが

できました。私たちにとって初の高等植物（シロイヌナズナ）

を材料とした論文で非常に感慨深いものがあります。

　中部大のグループは東海地方に自生するモウセンゴケ属の近

縁な 3種の生育地の硝酸イオン濃度の違いに着目して研究を

行いました。モウセンゴケ属が虫を「食べる」のは乏しい栄養

を補うためですが、多くの自生地では、虫を食べなくても十分

生育できます。反対に富栄養な環境では傷害が顕れ、はなは

だしい場合には枯死してしまいます。トウカイコモウセンゴ

ケ (Dt) はモウセンゴケ (Dr) とコモウセンゴケ (Ds) の交雑に起

源をもつとされていますが、これらの中で窒素に対する感受性

に種間差があり、これが自然分布を決めている可能性が高いこ

とがわかりました。窒素に対する感受性の種間差の原因は、ま

だ完全に明らかになったわけではありませんが、もっとも窒素

感受性の高い、Drの場合に葉内に亜硝酸イオンが顕著に蓄積

することから、窒素同化系の酵素の発現のバランスが悪く、有

毒な亜硝酸イオンが蓄積することがひとつの原因と考えてい

ます。面白いことに、窒素への感受性は、高 CO2条件によっ

て緩和されます。大気中の CO2濃度が上昇するにつれて、NOx
の降下による窒素の増加が起こるのですが、C/Nバランスが保

たれている場合には窒素過剰の影響は顕在化しないかもしれま

せん。

　○主な研究成果

　私たちは、恒常的に窒素制限条件下にある自然界の植物や、

元来の窒素同化能力の低い野生種植物に対して、高 CO2条件

下がどのような影響を及ぼすかを調べてきました。材料として

はモデル植物であるシロイヌナズナと貧栄養の湿地に生育する

野生植物であるモウセンゴケ属を用いました。

　シロイヌナズナについては、硝酸イオン輸送体変異株を、硝

酸イオンを唯一の窒素栄養源として栽培することによって実現

した「恒常的窒素不足状態」で高 CO2環境への応答を調べま

した。その結果、変異株は低 CO2環境（280 ppm）では野生

株と同様に生育するが、高 CO2環境（780 ppm）では野生株

では見られない硝酸イオン含量の顕著な減少やアントシアニン

の蓄積等の窒素欠乏の症状が顕在化すること、その一方で窒素

欠乏の症状と相反するクロロフィル含量の有意な増加や根系の

選択的な成長促進が見られることを明らかにしました。高 CO2
環境下で特徴的な形質を示した植物のメタボロームが、窒素十

分状態にある植物体と同レベルに維持されていたことから、こ

れらによる光合成活性や窒素獲得能の向上が自然界に一般的な

恒常的窒素不足状態にある植物に特徴的な高 CO2応答である

と推測しました（Takatani et al. 2014 Plant Cell Physiol）。

　私たちは、これまでにラン藻の硝酸イオン輸送体の変異株を

用いることにより「恒常的窒素不足状態」を容易に構築できる

ことを示していました。実は、より体制が複雑で硝酸イオンを

含めた窒素栄養の獲得のために複数の輸送体を持つシロイヌナ

ズナでも同様の実験系が構築できるのかどうか不安でした。し

高窒素制限条件下の光合成機能と生産性に
与える CO2環境の影響の解明
研究代表者：小俣達男（名古屋大）

研究分担者：愛知真木子（中部大）・前田真一（名古屋大）



12

植物高 CO2応答ニュースレター　第９号

○苦労したこと

　シロイヌナズナの栽培を再現的に行うことに大変苦労しまし

た。問題は、寒天の中にわずかに窒素が含まれていて、ロット

ごとにその量が微妙に異なることで、窒素制限をかけたつもり

でも、植物は窒素制限を感じていないということが、ままあり

ました。高谷さんの努力によって何とかデータを揃えることが

できたというのが実態でした。ラン藻の場合、窒素源を加えな

い寒天培地では明らかに窒素欠乏状態に陥りますが、わずかな

窒素を活用する能力においては、植物の方がラン藻より優れて

いるようです。また、他の皆様も経験されたことと思いますが、

今回の新学術領域研究で導入した植物育成装置の初期の不具合

には、随分泣かされました。聞いた話では、培養系の装置は、

光や温度などの制御が電子的に行われるようになって、一見す

るとアナログな制御の時代の装置より優れたものになったよう

に見えますが、町工場的技術の粋とも言うべきハードウエアの

部分の設計・製造の能力が、すっかり衰えてしまったのだそう

です。

　野生植物、特に食虫植物で生化学的・分子生物学的な解析を

行うことにも、予想外に大変でした。食虫植物は捕虫様式によっ

て４つに分類されます。落とし穴 (pitfall) 型は葉の内腔へ落ち

た虫が外へ逃れないようにするタイプ、粘毛 (mucilage hair) 

型は粘着力を利用するタイプ、袋わな (saccular fall) 型は扉の

ついた嚢の中へ虫を吸い込むタイプ、挟みわな (shutting fall) 

型は葉身を二つに折って虫を閉じこめる運動によるタイプで、

モウセンゴケは粘毛型です．DNAや RNA を抽出するにも粘液

に含まれる多糖類が邪魔をして、実験に使えるほどきれいで高

収量の核酸（DNA・RNA）を抽出するには工夫が必要でした．

食虫植物は貧栄養な場所で生育するよう進化してきた生き物な

ので，窒素栄養を多くは必要としないようにタンパク質含量も

少なく、いわば「骨と皮だけ」という体の構造になっているよ

うで、タンパク質量の解析や酵素活性の測定には現在も苦労を

しています。全ゲノムが明らかになっていない、遺伝子の導入

技術が確立していないなど、まだまだ制約はありますが、貧栄

養に適応した植物がモデル植物とは異なる特性をもつことを示

すとともに、貧栄養地で生きるための独特な戦略を様々な面か

ら明らかにしていきたいと思っています。 

○今後の見通し

　高 CO2への適応機構の研究は多くの場合、低 CO2から高

CO2への条件変更後の短時間での変化を解析することが多いよ

うです。その方が、大きな変化を検出できるのですが、高 CO2
条件の生育への影響を調べるためには、そのような条件下で世

代を超えて栽培した植物を調べる必要があります。今回は幼植

物に対する 10日間の高 CO2処理の影響を調べましたが、これ

は研究の端緒にしか過ぎません。今後はより長時間の CO2の

効果を調べてゆきたいと考えています。

　もうひとつ、今回の研究の結果、確認できたことは、やはり

窒素欠乏条件 (-N条件 )と窒素制限条件は違うということです。

形態的な可視的形質があっても、窒素制限条件でのメタボロー

ムが窒素十分条件下と大きく違わないということは、窒素制限

に対して恒常性を保つ機構があることを意味しています。反対

に、アンモニアを培地に加えて窒素過剰にした時には、大きな

メタボロームの変化が観察されます。モウセンゴケのように窒

素感受性の特に高い植物が存在することや、早川さんが示した

ようにイネではアンモニア過剰時に根からのアンモニア吸収を

抑制する機構が存在することを考えると、窒素過剰は自然条件

下で植物が対処すべき重要な問題であることがうかがわれま

す。窒素過剰の害の本質は、未解明ですが、私たちはラン藻で

は PII タンパク質が複数の経路によってアンモニアの毒性を緩

和しており、その機能が失われると窒素（特にアンモニア）感

受性になることを明らかにしました（Chang et al. 2013 Plant 

Cell Physiol）。また、亜硝酸の毒性と関連して、植物細胞の葉

緑体包膜に存在する亜硝酸イオン輸送体の本命と目されるもの

を同定しました。今後は、これらの知見を生かして、窒素過剰

の害の本質に迫ってゆきたいと考えています。

○最後に

小俣班では、CE/TOF-MS を使ったメタボローム解析で皆様の

研究のお手伝いをする予定でしたが、再三の故障のため調整に

手間取り、お役に立つことができませんでした。今後も対応さ

せていただきますので、お声をおかけ下さい。

モウセンゴケ（Dr) トウカイモウセンゴケ（Dt) コモウセンゴケ（Ds)
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CO2濃度は代謝物組成に大きく影響を及ぼすことはないことを

示しました。これらの成果を含め、本新領域研究に関連した成

果として 21報の論文を公表しました。

1. Hachiya, T., et al. (2014) Plant Cell Physiol., 55: 269-280.

2. Sato, S. and Yanagisawa, S. (2014) Plant Cell Physiol., 55: 306-

319.

3. Watanabe, C.K., et al. (2014) Plant Cell Physiol., 55: 341-357. 

4. Konishi, M. and Yanagisawa, S. (2013) Soil Sci. Plant Nutr., 59, 

612-620. 

5. Suzuki, W., et al. (2013) Plant Signal Behav., 8: e25975. 

6. Konishi, M. and Yanagisawa, S. (2013) Nat. Commun., 4:1617.

7. Nishiyama, R., et al. (2013) Soil Sci. Plant Nutr., 59: 750-755. 

8. Negi, J., et al. (2013) Curr. Biol., 23: 479-484.

9. Endo, M., et al. (2013) Food Nutr. Sci., 4: 522-528.

○ 主な研究成果

　フューズドシリカキャピラリーを用いたキャピラリー電気泳

動質量分析により一次代謝のほぼ全ての陽イオン性代謝物資と

陰イオン性代謝物質の両方を分析する条件を確立して、多様な

CO2濃度と窒素栄養条件で生育させたシロイヌナズナの代謝物

の解析を行い、その結果を基にクラスター解析を行って、培地

中のアンモニウムイオン濃度が最も代謝バランスを変化させる

要素であること、また、CO2濃度の上昇は代謝物の組成には大

きく影響せず、代謝物の総量を増大させる効果があることを示

しました（図 1と図 2）。したがって、窒素栄養環境の違いに

基づいた代謝バランスの相違が高 CO2環境ではより強化され

る可能性を示唆しました。　　

　本研究課題では、窒素同化能力の違いが高 CO2応答に及ぼ

す影響を調べることも目的としていたので、窒素同化能力強化

植物であるDof1 植物を異なる CO2環境において栽培し、代謝

物の解析を行ったところ、窒素栄養環境が異なった場合と同様

に CO2濃度の上昇は代謝物の組成には大きく影響せず、代謝

物の総量にのみ影響を与えることがわかりました。また、窒素

同化能力を低下させた植物の解析も行うために、硝酸応答を司

る転写因子としてNLP を同定しました（図 3）、NLP 活性を抑

制することにより窒素同化能力を低下させた植物体を作出し

て、通常の CO2濃度と高 CO2濃度の条件で栽培して代謝物を

分析しました。その結果、窒素同化能力低下植物の場合も、高

窒素同化能力強化植物を用いた C/N 相互作用
に基づく高 CO2応答ネットワークの解析

研究代表者：柳澤　修一（東京大）

図 1　多様な CO2濃度と窒素栄養条件で生育させたシロイヌナズナ
の代謝物の組成．

図 2　代謝物含量のクラスター解析
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10. Yanagisawa, S. (2013)  Plant Signal Behav, 8: e24447

11. Sawaki, N., et al. (2013) Plant Cell Physiol., 54: 506-517.

12. Ando, Y., et al. (2012) Funct. Plant Biol., 40: 89-100. 

13. Sugiyama, T., et al. (2012) J. Exp. Bot., 63: 3185-3197. 

14. Nishiyama, R., et al. (2012) Plant Cell Physiol., 53: 381-390.

15. Hamamoto, K., et al. (2012) J. Proteome Res., 11:331-347.

16. Konishi, M. and Yanagisawa, S. (2011) Biochem. Biophys. Res. 

Commun., 411:  708–713.

17. Kurai, T., et al. (2011) Plant Biotechnol. J., 9: 826–837.

18. Konishi, M. and Yanagisawa, S. (2011) Plant Cell Physiol., 52: 

824-836.

19. Konishi, M. and Yanagisawa, S. (2010) Plant J., 63: 269-282.

20. Kato, M., et al, (2010) Soil Sci. Plant Nutr., 338: 435-449.

21. Sato, S. and Yanagisawa, S. (2010) Metabolomics, 6: 529–540.

○ 共同研究

　寺島研究室からの 2報の論文（渡辺さんと蜂谷さんの論文）

の共著者に佐藤さんと柳澤を加えて頂きました。また、射場研

究室からの論文（祢宜さんの論文）の共著者に小西さんと柳澤

を加えて頂きました。

○ 外部への発信

　学会シンポジウムは、２０１１年に榊原さんと柳澤が第８４

回日本生化学会大会で「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きま

した。また、この新領域研究の最後にあたり、植物生理学会

２０１４年度年会において小俣さん、榊原さんと柳澤で「植物

の三大栄養素（N-P-K）の感知と利用の新理解」を開きます。

高 CO2応答と他の栄養素応答の接点を新たな切り口として探

れればと思います。

　　 

　Plant and Cell Physiology の Special Focus Issue 'Plant 

Response to CO2' を寺島さん、榊原さんと柳澤で編集し、

2014 年 2月号として発刊されました。

　硝酸応答機構に関する研究は、２０１３年４月２５日の朝日

新聞に「窒素利用の仕組み解明－早く育つ野菜できるかもー」

として紹介されました。

○ 終わりに

　この新学術領域では、これまで接点がなかった多くの方々と

知己となり、このことは今後、研究を発展させるうえで大きな

財産になったと思います。特に、寺島研究室の方々とは懇意に

させて頂き、新領域研究［高 CO2応答］共催として合同研究

室セミナーも行ないました。解析アプローチから構築する研究

スタイルには大いに刺激を受けました。今までにない斬新な

アプローチの研究を目指して今後も共同研究を進められればと

思っています。

図 3　NLP による硝酸同化のモデル図．

2013 年 4月 25 日　朝日新聞
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なくなってしまうので大変でした。当初 390 ppmv から 780 

ppmv の上昇で実験を開始しましたが、それでは２つのチャン

バー室の制御精度のちょっとした違いにより、チャンバーを入

れ替えて実験すると成長促進効果の程度が大きく違ったり、植

物ホルモンの蓄積量変化に再現性よく有意差が出ないという問

題に直面しました。１回の実験に時間もかかりますし、正直焦

りました。いろいろ検討したあげく、最終的に名大の小俣さん

が使われた、「産業革命前の大気濃度 280 ppmv から +500 の

780 ppmv」という条件に落ち着きました。この時すでに 2年

目の後半にさしかかっていました。

　この条件で解析を進めた結果、高 CO2に応答したシロイヌ

ナズナの地上部器官の成長促進に先んじて、サイトカイニン、

特に trans-zeatin（tZ）型サイトカイニン内生量が特に茎頂を含

む領域で増加し、その増加には IPT3遺伝子と CYP735Aという

サイトカイニン生合成に関わる遺伝子の誘導が必要であること

を明らかにできました。この誘導には光合成由来の糖濃度の上

昇が発現誘導の代謝シグナルとして働くことを示唆する結果も

得ています（論文執筆中）。IPT3は窒素栄養環境によっても発

現制御を受ける遺伝子であり、主に篩部で発現しています。以

　【研究の概要】

　これまで私は窒素栄養に対する植物の応答機構への植物ホル

モンの役割について研究を進めてきましたが、本新学術領域研

究ではこれまで取り組んでこなかった、炭素源のインプット変

化に対する成長応答と植物ホルモンの関わりについて研究を進

めました。このような研究はシロイヌナズナを材料に研究を進

める場合は、培地に添加する糖（スクロース）濃度を変化させ

るという手法を用いがちですが、そのような環境は実際に自然

界で起こるとは考えられませんし、そのような実験系は人工的

で問題があることは以前より指摘されていました。CO2濃度の

上昇は地球レベルで実際に進行中です。そこで正攻法で、大気

中 CO2濃度上昇に対する成長応答機構を自分たちの研究の視

点で明らかにしてやろうと思いました。CO2濃度を精度高くコ

ントロールできる植物育成設備を持っていなかったので、２部

屋独立制御型のグロースチャンバーの設置から始まったのです

が、設置されたのが初年度の終わり、さらに栽培環境条件（CO2
濃度、光強度 etc）の検討などに予想以上に時間がかかりまし

た。特に CO2濃度に関しては、生態生理学系の皆さんの研究

と比較しうる範囲で設定しないと研究知見の共有や広がりが

植物ホルモンを介した炭素・窒素栄養
バランス情報の伝達システムの解明

研究代表者：榊原　均 (理研 環境資源科学研究センター )
研究分担者：木羽隆敏（理研 CSRS）
連携研究者：信定知江（理研 CSRS）
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上のことから、窒素栄養環境、光合成活性などの情報が無機

イオン、アミノ酸、糖レベルの変化という形で篩部に集約さ

れ、そこでサイトカイニン生合成を調節し、側鎖修飾（tZ 合成）

を施したり、他器官に輸送することで個体として代謝と成長の

バランスをコントロールしていると考えられます。

　また、この研究の過程でサイトカイニンの側鎖修飾による分

子種の違いには生理的意味があり、tZ は地上部の成長制御に

重要であることを見いだしました。これまで植物ホルモンの活

性はその「量」を制御することで調節されていると考えられて

きましたが、分子種変換による「質」を制御することで作用

を調節するしくみが存在することがわかりました（Kiba et al. 

2013 Dev Cell）。

　また、本領域研究では窒素栄養に応答した成長調節について

も掘り下げました。というのは、シロイヌナズナでの研究では

窒素によるサイトカイニン生合成調節は硝酸イオンによって特

異的に制御されるとされていましたが、それより前のトウモロ

コシやオオムギでの研究ではより広い窒素源に対し、サイトカ

イニン活性が上昇するという結果が得られていたので、まだ何

か見つかっていない調節機構があるに違いないと思ったからで

す。私達はイネを材料に解析を進めたところ、イネで窒素栄養

に応答するサイトカイニン生合成系遺伝子 OsIPT4の窒素誘導

は、硝酸イオンではなくグルタミンもしくはそれ以降の代謝産

物が誘導シグナルとなっていることを明らかにしました。さ

らにシロイヌナズナの窒素応答型 IPT (IPT3) は硝酸特異的な応

答のみをすると考えられてきましたが、よく調べてみるとグル

タミン代謝シグナルによる制御も保存されていることがわかり

ました。一方、イネでは硝酸特異的な応答は全く見られませ

ん。以上の結果は、窒素栄養に応答したサイトカイニン生合成

調節は、外環境（硝酸イオン）と内環境（グルタミン代謝）の

複数の因子によって制御されており、その植物種によって両

制御の占めるウェートが異なることを示しています（Kamada-

Nobusada et al. 2013 Plant Cell Physiol）。上に述べた成果を含

む最近の研究知見を図にまとめてみました。サイトカイニンの

個体内循環は植物の調和的環境応答を支える鍵情報分子の一つ

であることが分かってきました。今後はこのしくみをさらに分

子レベルで正確に理解するために研究を進めて行きたいと考え

ています。

 

【若手ワークショップ（伊東）】

　諸行事の担当持ち回りの順番で、第 1回目の若手ワーク

ショップを榊原班で担当することになりました。気兼ねせず夜

遅くまで楽しく議論できる環境を作りたかったので、私は「全

国から集まりやすい観光地的なところ」「貸し切りにできる宿

泊施設」「大部屋雑魚寝」という 3点を挙げ、木羽君が伊東に

ある「山喜旅館」を探してきました。宿泊部屋は「昔ながらの

旅館」という感じでしたが、貸し切りであるのをいいことに２

日とも夜遅くまで議論したことを覚えています。当時はまだ領

域研究も公募研究が開始した年で、生態学研究者と分子生理学

研究者が知識や興味を分かち合えるのか？議論が盛り上がるの

か？と少し不安にも思いましたが、その不安を吹き飛ばすほど

の盛り上がりだったことを記憶しています。また、その後の若

手ワークショップがどんどん快適な施設になっていったのも印

象に残っています。

【最後に】

　研究の実質的な推進役となってくれた研究員の木羽さん、信

定さんに感謝します。特に木羽君には若手ワークショップの運

営や共同研究など、様々な面で活躍していただきました。

　最後にこのような研究の機会を与えていただいた寺島さんに

は心から感謝いたします。これほどの広い視野に立った研究コ

ンソーシアムは、寺島さんでなければ立てられないものだと思

います。私自身貴重な勉強の機会になりました。
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は、逆に光合成速度の促進効果がありました。これら系統の遺

伝背景を安定させるため、戻し交配を進め、BC2F2世代に関し

て、高 CO2条件 (120 Pa) での生育を検討しました。その結果、

RBCS3と RBCS5の RNAi 系統において、野生型のバイオマス

量を有意に上回ることが観察されました (Kanno et al. 2014 in 

preparation)。このように、Rubisco 量を 10から 30%程度減少

させることは、高 CO2環境で有利であることがわかりました。

　デンプン合成の鍵酵素、葉身プラスチッド型 AGPase 

(OsAPL1) の欠損イネ (Tos17 挿入系統 ) に対して、バッククロ

スを 2回かけた BC2F3個体を用いました。APL1欠損イネの圃

場でのバイオマス生産量は、大気 CO2条件で野生型イネ ( 日

本晴 ) と同等のバイオマス生産を示しましたが、FACE 区 ( 高

CO2区 ) ではやや劣っていました。チャンバー実験でもほぼ同

様な結果が得られました。一方、葉面積当たりの光合成速度で

　○主な研究成果

　牧野班では、イネを中心に、高 CO2下における光合成因子

の分子メカニズムの解明と光合成機能の評価、および C/N バ

ランスと個体内の物質分配を定量解析して、バイオマス生産に

与える影響について明らかにすることを目的としました。最

終的には、地球規模での CO2 の濃度上昇に対する主要作物の

生産応答の定量評価に応用したいと考えました。具体的には、

Rubisco 量の特異的に増減させた形質転換体イネの CO2濃度変

化に対する応答解析と葉身特異的デンプン合成欠損変異体イネ

について実験を行ないました。特に、後者の変異体に関しては、

公募班の酒井さんと長谷川さんの全面協力を頂き、つくばみら

い FACE 圃場でも試験を行ないました。

　光合成炭酸固定酵素 Rubisco 量の増減 (RBCS過剰発現イネ

と抑制発現イネ ) と RBCSと rbcL遺伝子の発現量との関係、そ

して、生育 CO2濃度との関係を詳細に解析しました。Rubisco

タンパク量の増減は、RBCS mRNA 量より、rbcL mRNA 量と

の間に定量的な相関関係が認められました。RBCS発現量の増

減が rbcLの発現量を決定し、最終的なタンパク質量は rbcLの

発現量によって決定されていると判断されました (Suzuki and 

Makino 2012 Plant Physiol ; Suzuki and Makino 2013 J Exp 

Bot)。

　生育に関しては、RBCS過剰発現イネにおいて、現在の大

気 CO2濃度では、Rubisco 増強分に相当する効果がなかった

ことを、以前報告しました (ex. Suzuki et al. 2012 Plant Cell 

Environ)。しかしながら、そんな中、その効果は、低温環境

や低 CO2環境では大きいこと、逆に、高 CO2では効果がまっ

たく無くなるなど、Rubisco の光合成における律速性と合致

することがわかりました ( 図１)。また、低温、低 CO2環境で

は、RBCS過剰発現イネにおいて Rubisco タンパク量増加に

顕著な効果がありました。窒素吸収量とバイオマス生産量の

関係を調べたところ、Rubisco が過剰生産されることで、植

物体の窒素の要求量も増えることがわかりました (Sudo et al. 

2014 submitted)。一方、RBCS遺伝子 4分子種を個別に RNAi

法にて発現抑制したイネの解析も進めました。いずれの分子

種 RNAi 体でも、Rubisco 量が 10-30% 程度減少した系統が選

抜され (Ogawa et al. 2012 Plant Cell Environ)、それらは、い

ずれも低 CO2では光合成速度を下げましたが、高 CO2条件で

高CO2環境がイネの光合成とバイオマス生産に
与える影響の解明

研究代表者：牧野　周（東北大）
研究分担者：鈴木雄二（東北大）
連携研究者：石田宏幸（東北大）

図１　低温環境 (19/16℃ )、低 CO2環境 (28 Pa CO2)、およ
び高 CO2環境 (120 Pa CO2) で生育させた Rubisco 過剰発現
体 (Sense-RBCS、中央カラム ) と発現抑制体 (Anti-RBCS、右
カラム ) イネの個体乾物量。標準栽培は 25/20℃ & 40 Pa 
CO2。データは平均値。±標準誤差(n = 6)。同一アルファベッ
ト内では Turkey-Kramer’s HSD 検定で有意差なし。
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は、CO2濃度に関わらず、APL1において低い傾向にあり、特

に高 CO2領域で顕著でした。A:Ci解析の結果からは、葉身デ

ンプン合成能力の欠損における Pi 再生産律速による光合成抑

制が示唆されました。このように、高 CO2条件では、光合成

産物としてショ糖蓄積型のイネにおいても、葉身のデンプン代

謝が鍵となることが示唆されました。

○共同研究の広がり

　新学術領域研究を通して、公募班の三宅さん、さらには、前

期公募班の鹿内さんや深山さんらとイネの光合成生理に関する

共同研究を展開することができ、連名による共同研究成果を公

表することができました (Suzuki et al. 2010 Plant Cell Environ, 

Saito et al. 2011 Plant Cell Environ, Yamori et al. 2011 Plant 

J, Yamori et al. 2012 Plant J, Nishikawa et al. 2012 Plant Cell 

Physiol, Miyake et al. 2012 Soil Sci Plant Nutrなど )。 

　また、デンプン合成欠損変異体のイネ FACE 実験では、公募

班の酒井さんや長谷川さん (農環研 )にたいへんお世話になり、

田植えから栽培管理まで全面協力を頂きました。改めて、厚く

御礼申し上げます。

○若手研究者の育成

　牧野班でも、多くの若手研究者や大学院生が研究活動を担い

ました。

　寺島さんのところで学位を取得された矢守航さんが学術振興

会の特別奨励研究員 (PD) としてこの新学術領域研究に協力頂

き、今年度に千葉大学園芸学部の助教に就任しました。さらに、

矢守さんは、昨年、日本植物学会奨励賞と日本農学進歩賞を受

賞しています。

　多くの学生が植物の CO2応答に関心を持ち、研究に参画し

ました。卒業研究 10名、修士論文研究 8名の学生が CO2応答

をテーマに研究を展開しました。当然、本研究領域が終了して

も CO2応答の研究を続けることになります。

　若手ワークショップにも、延べ 10名の学生が CO2応答に関

連した研究発表を行い、交流を深めました。

○外部への発信

　国際会議等では、牧野が 2013 年に米国セントルイスで行

われた第 16 回国際光合成会議と 2014 年に奈良で行われた

CREST 主催の国際シンポジウムで、それぞれこの新学術領域

研究の成果を招待講演しました。研究分担者の鈴木は 2013 年

京都で行われた CREST 主催の国際シンポジウムで招待講演を

しています。連携研究者の石田は、2012 年に韓国済州島で行

われた第 10回国際植物分子生物学会で招待講演を行っていま

す。そのほか、学生を含めて、数多くの国内学会や国内シンポ

ジウムで、この新学術領域研究の成果を発表してきました。

　また、牧野は、高校生への出前授業として、2010 年に福島

県立原町高校、2012 年に秋田高校、2013 年には仙台第一高

校で、新学術領域研究の紹介を行いました。その他、一般市民

向けに教養講座として、2013 年にみやぎ県民大学講座として、

新学術領域研究の成果を講演しました。

○おわりに

　この新学術領域研究では、多額の研究費を頂くのみならず、

多方面からの支援を受けました。領域代表をはじめ、班員のみ

なさんには厚く感謝いたします。2011 年 3月 11 日に発生し

た東北地方太平洋沖地震では、研究室は大きな被害を受けまし

た。1週間に及ぶ停電、1か月半の断水、栽培中の植物はすべ

て枯死し、多くの貴重なサンプルを喪失しました。のみならず、

高額精密機器の損傷や修理等もあり、長期間におよぶ実験中断

を余儀なくされ、研究は大きくつまずきました。写真は地震直

後の研究室です。しかしながら、領域のみなさんの支援や励ま

しは勿論、多くの人達の特段な配慮によって、ほぼ半年後には

現状復帰に近い状態までになり、本領域研究においても、それ

なりの成果を修めることができました。この場をお借りして、

厚く御礼申し上げます。

研究室の集合写真＠仙台市青葉区奥新川　
　　　　　　　　　　　　　　　(2011 年 10 月 24 日）

　　東北地方太平洋沖地震直後の研究室
　　　　　　　　　　　　（2011 年 3月 12 日 9:48 撮影）
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葉量の増加に起因するものと考えられました。一方で、他の 3

樹種に関しては、特に高 CO2の影響は見られず、木部構造の

高 CO2応答には樹種間差異がある事が PD の渡邊陽子さんら

によって解明されました (Watanabe, Y. et al. 2010, Plant Cell 

Environ)。

　本研究の採択を受けて開始したカバノキ属 3種の FACE にお

ける CO2付加実験においては、個葉の光合成活性、群落とし

ての葉面積指数 (LAI) の動態、そして、それらを組み合わせた

葉群光合成についての研究を行いました。また最終年度の秋に

は、4成長期間育成を行ったカバノキ属 3種の伐採作業を行い

ました。同時に 2003 年から 11成長期に渡って CO2付加が行

われてきたブナの伐採作業も行いました。5 mにも達する個体

のサンプリング作業だったため、伐採と器官別の仕分け作業（主

に葉むしり）で 2週間、乾燥してバイオマスを測定し終わる

までにさらに 4ヶ月＋を要し、根の掘り取りは真に土木工事

で 4日間。非常に大がかりな作業でした。IBP 時代に吉良・穂

積・四手井先生の研究を取材にきた TV会社が、「コレが最先

端研究！？」と驚いた逸話を自らも経験することになったので

す。これは森林科学の学生でないと付き合ってくれなかっただ

ろう、としみじみ感じます。

　その他に、生物ストレスに関連してカバノキ属 3種、ミズ

ナラ萌芽、熱帯の主要造林樹種であるユーカリなどの病虫害へ

の抵抗性に関する高 CO2応答の研究を行い、これら生物スト

レスへの抵抗性が高 CO2環境において高まることを明らかに

　○主な研究成果

　小池班では、木本植物の光合成と木部生産機能の高 CO2応

答を、開放系大気 CO2増加（FACE）実験によって解明する事

を目的に研究を進めてきました。伊藤班や廣瀬班のモデル研究

を除くと、私たちの班が最も大きなスケールでの研究だったと

思います。応答能を考えカバノキ属やカラマツ属といった成長

の速い樹種 ( 毎年 1.0 ～ 1.5 m 位成長します ) を対象としたた

め、樹木の成長に合わせて測定者もどんどん上に登らなくては

ならず、測定と足場パイプ設置工事の同時進行という、土木工

事のような研究スタイルで行って参りました。FACE以外にも、

オープントップチャンバーや森林総合研究所北海道支所の人工

気象室なども利用させて頂きながら研究を進めてきました。

　供試樹木の中でもユーラシア東部を被い主要造林樹種でも

あるカラマツ属グイマツ雑種 F1に関しては人工気象室と FACE

の両方において重点的に研究を進めました。人工気象室では、

貧栄養環境における光合成の順化応答（ダウンレギュレーショ

ン）に着目しました。この実験系ではダウンレギュレーション

の結果、高 CO2環境でも針葉の純光合成速度の増加が見られ

ませんでした。その要因として針葉の窒素含量の低下や光合成

への窒素利用効率の低下が考えられました。また光合成への窒

素利用効率が低下した要因として、窒素以外の養分（リンやカ

リウム）の欠乏や細胞壁への窒素分配量の増加などが挙げら

れました。一方で、個体の成長は高 CO2によって促進した事

から、将来の高 CO2環境では、貧栄養環境を原因とする光合

成能力の低下が起こってもグイマツ雑種 F1の初期生産性はあ

る程度増加すると考えられました（Watanabe et al. 2011 Tree 

Physiol）。一方で、FACE で育成したグイマツ雑種 F1において

は、光合成のダウンレギュレーションは見られず、高CO2によっ

て成長は大きく促進されました。しかし、高 CO2環境では地

上部に比べた根の割合が低下し、細長い幹、長い枝というよう

な樹形の変化が見られたことから、乾燥や風・雪害などへの感

受性の増加が示唆されました。(Watanabe et al. 2013 Trees)。

　高 CO2での気孔閉鎖に関連した木部の組織解剖学的解析に

関して、FACE で育成した広葉樹 4種（散孔材 : ウダイカンバ

とイタヤカエデ、環孔材 : ハリギリとミズナラ）の幹の道管に

ついての測定・解析を行いました。その結果、ハリギリにおい

て太い道管の出現頻度が高くなりました。これは個体あたりの

開放系大気 CO2増加環境での樹木等の光合成と
木部生産機能のパラメータ化
研究代表者：小池 孝良（北大）

研究分担者：佐藤 冬樹（北大）　連携研究者：高木 健太郎（北大）
・船田 良（農工大）・北尾 光俊（森林総研）
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してきました（Novriyanti et al. 2012 Environ Pollut; Watanabe 

et al. 2014 Eur J For Res）。また、将来物質生産を 30% 以上

抑制する可能性のある大気汚染物資のオゾンとの複合影響や

高 CO2環境における土壌の温室効果ガス収支に関する研究成

果も報告させて頂きました（Watanabe et al. 2010 Landscape 

Ecol Eng; Kim et al. 2011 Jpn J Atmos Environ; Koike et al. 2012 

Asian J Atmos Environ; Hoshika et al. 2012 Water Air Soil Pollut）

○共同研究

　森林総研の北尾光俊さん（前期公募班員）とは、高 CO2環

境下で光合成のダウンレギュレーションが生じたシラカンバに

おける温度に依存した光阻害感受性に関する共同研究を行い、

彼らが人工気象室で行った実験を北大 FACE において検証しま

した（Komatsu et al. 2013 Physiol Plant）。名古屋大学の福島

和彦さんらとは TOF-SIMS（飛行時間型二次イオン質量分析装

置）による木部生体成分の分子マッピング、静岡県立大学の谷

晃さんらとは葉からの揮発性有機化合物の放出に関する共同研

究を行いました。

○若手研究者の育成

　小池班でポスドクとして研究推進の中核を担ってくれた渡辺

誠さんは東京農工大学農学部のテニュアトラック特任准教授に

就任されました。本人曰く「世界の一線で活躍する研究者の皆

さんの前で成果報告をする班会議や勉強会の講師は、若造に

とってドキドキの連続でしたが、おかげさまで逞しくなれたと

思います。ありがとうございました。」とのことです。今後の

さらなる活躍を期待しています。また、渡辺誠さんの他にもポ

スドク 2名と卒論研究 5名 ( 北大 3名、農工大 1名、名大 1名、

米 St.Olaf Col. 1 名 )、修論研究 4名、博論研究 5名 ( 北大 3名、

静岡県大 1名、ヘルシンキ大学 1名 ) が FACE 研究を始めとし

た樹木の高 CO2応答の研究に取り組んできました。卒研で取

り組んだ 1名はオーストラリアで始まったユーカリ FACE に参

加しています。

　2011 年 10 月には千歳市の支笏湖休暇村で第二回若手ワー

クショップを主催させて頂きました。ちょうど紅葉が進む時期

で天気にも恵まれたのに、研究発表のスケジュールを詰め込み

過ぎて、せっかくの景色を楽しんでいただく時間をあまり設け

られなかったのは反省点でした。それでも学生や若手研究者の

熱のこもった研究発表はもちろんのこと、夜～早朝の部も大い

に盛り上がり若手研究者同士あるいはベテラン研究者との親睦

のお役にたてたのではないかと思っております。また、深夜に

寺島さんの落語が聴けたのは、良い思い出となりました（また

いつかの機会に聞かせて下さいね）。

○アウトリーチ活動

私たちの FACE サイトには研究者の方だけでなく、同志社国際

学院初等部、岩見沢農業高校、韓国の慶熙大学校など、多くの

学生さんが見学にいらっしゃいました。FACE という初めて見

る物体を前に、見えない CO2の動きを子供たちに伝えるのは、

研究発表とは全く異なるスキルが要求されましたが、皆さん（先

生も含めて）熱心に話を聞いてくれました。この中から将来の

研究者が出てきたらうれしいですね。

○おわりに

　普段「儲かる林業」「将来に渡って、いかに森林を管理して

いくか」といった話が主になる私たちにとって、この新学術領

域研究で、特にミクロスケールの方々の話を聞くのはとても新

鮮でした（もちろん難解でした）。森林の木々も一つの植物と

して分子レベルの制御機構のもとに生命の営みを育んでいる、

という当たり前のことを改めて思い出させてくれた 5年間で

した。私たち樹木屋とミクロスケールの方々とでは研究対象が

あまりに異なり、共同研究の展開は難しいものがありましたが、

今回得た経験を糧として、若い研究者の皆さんには、分野横断

的な研究を積極的に進めて頂ければと思います。

　「樹木 FACE の研究は 10年続けなければ意味がない」とバー

ゼル大学の C Körner 教授と ETH-WSL の R. Häsler 博士に言わ

れつつ始めた北大 FACE、そして日米会議で研究のきっかけを

下さった Duke 大学の R. Oren 教授と当時東大生産研の安岡善

文教授、その後、支援くださった北大の甲山隆司教授、東大の

寶月岱造教授、後半は本新学術領域のおかげで最終的には 11

年間継続することができました。領域長の寺島一郎さんを始め、

本領域の皆様ならびにすべての関係者の皆様に心から感謝申し

上げたいと思います。これから本格的なまとめに入ります！
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けではないこともわかりました。この研究は、現地の環境との

関連調査や、タンパク質レベル・メタボローム解析などを駆使

した生理的メカニズムの解明へと発展しています。

　また、一年草の繁殖収量についても研究を行い、繁殖収量の

CO2応答の違いが窒素利用の違いを反映していることを明らか

にしました。窒素固定植物は高 CO2環境で窒素固定活性を増

やし、獲得窒素量を増やすことを通して高 CO2で種子生産を

増やすことができることを、窒素固定ができない変異体を用

いた実験によって明らかにしました（Oikawa et al. 2010 Plant 

Soil）。また、多数のデータを収集し解析（メタ解析）することで、

窒素固定植物が高 CO2で種子生産を促進できることが普遍的

であることを確認しました。さらに、イネ科植物が高 CO2で

種子窒素濃度を下げることによって種子生産を上げるのに対し

双子葉植物ではそのような効果が小さいことを明らかにしまし

た（Hikosaka et al. 2011 J Exp Bot）。

　長期間高 CO2環境にさらされているという点でユニークな

生態系である CO2噴出地については、現地の植物の高 CO2応

答の詳細な解析を行ったり（Osada et al. 2010 Oecologia）、

高 CO2域の植物が高 CO2環境に適応した結果、ガス交換や物

質分配などの性質を変えていることを発見しました（Onoda 

et al. 2009 New Phytol; Nakamura et al. 2011 Oecologia）。こ

のほかにもいくつか高 CO2応答関連の報告をすることができ

ました （Borjigidai et al. 2009 Plant Ecology; Akita et al. 2012 

Physiol Plant）。

　モデル化に関しては、葉群動態にゲーム理論をとりこむとい

う新たな展開を進めることができました（Hikosaka and Anten 

○主な研究成果

　廣瀬班では、光合成、成長、群落構造といった、主要な植物

機能の高 CO2応答のモデル化を目標に、実験室レベルから野

外レベルまで様々な実験と数理モデルの構築を行ってきまし

た。

　東京農大のグループは農環研のイネ FACE に参加させていた

だくなど、群落レベルの研究を行い、植物群落の葉群動態が

CO2や窒素施肥などの環境要因や植物の性質にどのような影響

を受けるかを解析してきました。その結果、イネの葉群動態は

CO2には応答しないが窒素栄養には強く応答すること、一方、

窒素固定をするダイズでは、高 CO2で過剰になった炭水化物

を利用できるため高 CO2で葉の生産速度が増えることなどを

明らかにしました（Oikawa et al. 2013 Plant Soil）。

　鳥取大のグループは、主要な機能型である落葉樹と常緑樹の

成長・光合成の CO2応答を比較し、両者の間に有意な違いは

ないことを明らかにしました。

　東北大のグループは、モデル植物シロイヌナズナの世界各地

に分布する多数のエコタイプを高 CO2で育成し、エコタイプ

間の CO2応答の違いを利用する研究を行いました。まずは成

長解析を行い、CO2上昇に対する成長速度の応答がエコタイプ

間で大きく異なることを見いだしました。ガス交換やバイオマ

ス・窒素分配など多数の形質を測定し、光合成の窒素利用が成

長速度の高 CO2応答にばらつきをもたらしていることを見い

だしました。次に多数のエコタイプを混植した競争実験を行い、

CO2濃度によって有意に勝ち負けが変わることを見いだしまし

た。また、成長速度が高いエコタイプが必ずしも競争に強いわ

植物機能の高 CO2応答のモデル構築と検証

研究代表者：廣瀬 忠樹（東京農大→東北大）
研究分担者：彦坂 幸毅（東北大）・衣笠 利彦（鳥取大）
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2012 Funct Ecol）。この結果、植物群落の葉面積指数を、CO2
濃度にかかわらず光合成系のパラメータだけで予測できるよう

になりました。

○共同研究の広がり

　この新学術領域のおかげで、ミクロ系の研究者とつながりを

もてるようになりました。公募班の花田班とはゲノムやトラン

スクリプトームなどで共同研究を行うようになりました。上述

のシロイヌナズナエコタイプ間比較では、高 CO2での成長促

進に関連した遺伝子を推定し、その機能解析を行う研究が進ん

でいます。また、花田さん、寺島さん、前期の公募班の森長さ

んも加え、高 CO2研究に関連した新たなプロジェクトを開始

することができました。

　イネ FACE では農環研のみなさんにはたいへんお世話になり

ました。来年度も引き続き研究を続けさせていただく予定です。

また、東大の野口さんとの共同研究も行いました。

　メタ解析では伊藤班と協力して葉面積指数や葉群内窒素分配

のメタ解析を進めることができました。

　新学術のサポートでオランダワーゲニンゲン大学の Niels 

Anten 博士を招聘し、新たなモデル構築につなげることができ

ました。

　また、共同研究までは至らなくとも、班会議や若手の会でミ

クロ系の最先端の研究を聴くことができることも価値があるこ

とでした。最初は聞き慣れない専門用語についていけませんで

したが、徐々に慣れることができたように思います。これも「順

化」でしょうか。また、発表や論文を読むだけではなかなか伝

わってこない、「成果を出すまでの苦労」をいろいろ聞くこと

ができたことも勉強になりました。

○若手研究者の育成

　廣瀬班では多くの若手研究者・学生が研究活動を担いました。

　特に、東京農大で中心的に研究を行った及川真平さんが茨城

大学理学部の助教に、東北大で中心的に研究を行った小口理一

さんが東北大学生命科学研究科の助教に就任し、本新学術領域

がキャリアアップの礎ともなりました。また、小口さんは日本

植物学会奨励賞と文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞しまし

た。

　また、多くの学生が高 CO2応答に興味をもって研究を行っ

てくれました。卒業研究 6名（東京農大 2名、東北大 3名、

鳥取大 1名）、修士論文研究 2名（東北大 1名、鳥取大 1名）

の学生が高 CO2応答をテーマに研究を行いました。東京農大

の江原仁美さんの卒業論文は学長賞を受賞しました。博士課程

では、2013 年度にともにD1になった東北大の山口大輔くん・

M. Muryono さん（インドネシア）が新たに高 CO2応答の研究

を始めたところです。領域が終了してもまだまだ CO2関連の

研究を続けることになりそうです。

　若手ワークショップでは、高 CO2応答に直接関係ないテー

マの学生も発表のチャンスをいただきました。また、2013 年

には運営に直接かかわる機会をいただきました。研究以外の面

でも勉強になったと思います。

○外部への発信

　学会シンポジウムは、2010 年に、寺島さんと彦坂が植物学

会で「植物群落の生産構造 2010」というシンポジウムを開催

しました。上述した Niels Anten さんにも参加していただき、

多くの聴衆にも恵まれました。また、このニュースレターが出

るころには終わっていると思いますが、伊藤さんと彦坂が、生

態学会で「高 CO2の生態学」と題した企画集会を開催するこ

とになっています。

　この新学術領域では、植物群落レベルの CO2吸収も大

きなテーマの一つでしたが、彦坂が Niels Anten さん、Ülo 

Niinemets さん（エストニアタルトゥ大学）とともに群落光合

成に関する英文教科書の編集を行っています。寺島さん、野口

さん、伊藤さんといった本領域メンバーも執筆に貢献していた

だきました。2014 年の終わりには出版できるよう、鋭意編集

作業を進めています。

○終わりに

　この新学術領域では、多くのことを学ぶことができました。

領域代表をはじめ、みなさんに感謝いたします。また、3.11

の大震災では東北大が大きな影響を受けました。幸い人的被害

も高額機器の損害もなかったのですが、停電による冷凍サンプ

ルの喪失や、研究の中断があり、研究の進展には大きな打撃を

受けました。領域のみなさんには多大な援助や暖かい言葉をか

けていただきました。この場を借りてお礼申し上げます。
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上昇に対する個葉レベルの光合成応答にもまだ多くの不確実性

が残されていることが分かりました。別なモデル研究として、

過去の大気 CO2濃度上昇と気候変動の影響を考慮した陸域の

CO2など温室効果ガス収支推定も行いました（Ito and Inatomi 

2012 Biogeosci）。これらは Global Carbon Project という国際

プロジェクトへの参加を通じて、IPCC レポートに引用される

成果につながっています。20世紀中の大気 CO2濃度上昇によ

る施肥効果が、陸域に炭素が固定される主要なメカニズムの 1

つであることが示されました。

○共同研究の広がり

　この新学術領域では、ミクロからマクロまでの横断的なコン

ソーシアム形成が特色の１つでした。私たちのグループはさし

ずめマクロの極致なので、分子生物学分野の参加者が多い中で、

当初はどういう役割を果たすべきか暗中模索の状態だったと思

います。とはいえ、新学術領域が始まる以前から面識のある方

も何人もいらっしゃり、そういう方々との共同研究を強化する、

あるいは始めることから着手しました。

　領域代表の寺島さんは、筑波大学大学院時代からお世話に

なっており（そのためどうしても「先生」と呼んでしまいます）、

Farquhar らの光合成モデルをより深く理解し、また気孔や葉

肉コンダクタンスの扱いをどうすべきか、重要な示唆を与えて

下さいました。東北大学の彦坂さんは、前述の LAI メタ分析を

提案して下さっただけでなく、キャノピーの窒素分配を考慮し

○主な研究成果

　私たちのグループは、植物の高 CO2応答を広域スケールで

評価することを課題としてきました。大気 CO2濃度は、世界

中でほぼ均一に上昇していますので、熱帯雨林からツンドラや

沙漠まで、様々な植物や生態系をカバーする必要があります。

そこで私たちは「メタ分析」と「生態系モデル」という２つの

手法を用いて研究に取り組んできました。

　メタ分析とは、発表済みの論文やオープンなデータベース、

時には私信データから、ある対象に関する情報を抽出し、一般

的な傾向を読み取る分析のことです。ここでは飯尾さんが中心

となって行った、植生の葉面積指数（LAI）に関するメタ分析

の結果を紹介します。LAI は、単位土地面積あたりの葉の表面

積と定義され、植物群落の光合成・蒸散といった機能の代表的

指標とされています。過去の研究により、高 CO2濃度条件下

で LAI が増加する可能性が示されていたことから、次にご紹介

する生態系モデルで LAI を正しく予測することをターゲット

に据えました（このような方針の検討では東北大の彦坂さんに

多くの助言をいただきました）。千田さんや中河さんとの協力

のもと、文献収集により 2606 件の観測データを集め、温度な

どの環境条件との相関、森林タイプによる差違などを調べまし

た（Iio et al. 2014 Global Ecol Biogeogr）。その結果、年平均気

温に対して LAI は 8.9℃と 25℃でピークを持つような双山型

の分布を示すこと、水分指標に対する応答は森林タイプで異な

る（常緑樹林の方が落葉樹林より湿潤条件で飽和しにくい）こ

となどが明らかとなりました。他にも、植生の純一次生産に関

するメタ分析も行っています（Ito 2011 Global Change Biol）。

　現在、将来の気候変動やその影響を調べるために生態系モデ

ルが利用されていますが、その推定結果には大きな不確実性が

残されています。私たちは、文科省・気候変動予測革新プログ

ラムや環境省・気候変動リスク評価プロジェクトと連携し、そ

こで用いられている生態系モデルの CO2応答を調べるととも

に、このコンソーシアムの成果を活用して不確実性を低減させ

るための研究を行いました。羽島さんは、IPCC レポートに研

究結果が採用された、温暖化予測を行う地球システムモデルの

CO2応答を調べました（Hajima et al. 2014 J Clim）。大気 CO2
濃度が毎年１％ずつ増加する設定での生産力の変化を見ると、

陸域生態系モデルの応答はモデル間で大きく異なり、CO2濃度

広域スケールの植物高 CO2応答

研究代表者：伊藤昭彦（国環研）　
研究分担者：飯尾淳弘（静岡大）、研究協力者：安立美奈子・千田昌子・

仁科一哉・野田響・中河嘉明（国環研）、羽島知洋（海洋研究開発機構）
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て最適LAI を予報するスキームを生態系モデルに導入する共同

研究を勧めて下さいました。窒素に関するメタ分析とモデル導

入は、今後も継続し、より大きな成果につなげたいと考えてい

ます。東京大学の野口さんも、筑波大時代からお世話になって

いますが、植物の呼吸に関するモデル高度化について大変お世

話になりました。ミクロから積み上げた呼吸モデルを構築した

いという、私の希望（妄想？）を聞いて下さり、植物学会では

共同でシンポジウムも開催して下さいました。このような一方

で、5年間があっという間に経過してしまい、もっと幅広く斬

新な共同研究もできたのではないかと後悔の念が無いではあり

ません。今後の研究で、少しでもそれが果たせればと考えてい

ます。

○若手研究者の育成

　他の多くの班と同じく、当班も若手研究者のパワーが不可欠

でした。メタ分析を中心に担った飯尾さんは、本新学術領域を

担当した最初のポスドクでしたが、着実な成果をあげて静岡大

学農学部の助教に着任されました。飯尾さんの後任として、野

田さんに来ていただきました。新学術への参加は実質１年間で

したが、岐阜高山での調査経験やリモセン研究の経験を活かし

て新たな展開をもたらしてくれています。研究協力者の安立さ

んは、主な担当は別プロジェクトですが、以前、農環研のイネ

FACE で仕事をしていたこともあり、5年間を通じて参加して

下さいました。新学術ニュースレターの表紙を、毎回、美麗な

写真を駆使してデザインして下さっていたのも特筆すべき貢献

です。2014 年 4月からは、東京大学生産技術研究所で特任助

教をされる予定です。仁科さんも、本務は別のプロジェクトで

すが、得意の統計解析のスキルをメタ解析の要所で活かしてく

れました。４月からは、国立環境研究所の研究員として新たな

ステージに進むことになっています。海洋研究開発機構の羽島

さんは、IPCC レポート向けの計算データを作成するというタ

フなミッションの傍ら、本新学術にも協力していただきました。

今後も地球システムモデル開発の主要メンバーとして更に活躍

されることでしょう。

○外部への発信

　本新学術領域の活動の一環として、何回か研究集会を開催し

ました。2010 年には植物学会にあわせて中部大学で「植物の

高 CO2応答モデル」勉強会を開催しました。これは外部にも

参加を呼びかけた勉強会で、寺島さんによる Farquhar 光合成

モデルの詳細な説明、彦坂さんの群落モデル、私（伊藤）の生

態系モデル、そして長谷川さんの作物モデルの紹介が行われま

した。こうしたモデル尽くしの集会は滅多になく、貴重な機会

となりました。2013 年には、野口さんと共同でやはり植物学

会の中で植物の呼吸に関するシンポジウムを開催しました。ミ

トコンドリアから生物圏まで、多様なスケールにわたって呼吸

の研究を概観することで、自分のモデル研究にも大変有意義な

会となりました。さらに、2014 年 3月には広島で、生態学会

の企画集会として「CO2応答の生態学」を開催予定です。これ

はコンソーシアムの成果発表という意味合いもあり、小池班、

酒井班、広瀬・彦坂班、伊藤班から、それぞれ生態系スケール

での CO2応答に関する成果を報告することになっています。

　このような研究コミュニティへの発信とは別に、地球環境を

対象とする研究者として、IPCC への貢献も重要でした。ご存

じのように IPCC は、約 5年に一度、地球温暖化に関する研究

を総括したレポートを刊行しますが、それは温暖化対策の決定

において最も信頼される科学的情報源となっています。当班か

らは、羽島さんによる地球システムモデルの感度解析（Hajima 

et al. 2012 J Meteorol Soc Jpn; Atora et al. 2014 J Clim）、現在

の CO2やメタンの収支に関するモデル推定（Ito and Inatomi 

2012 Biogeosci）、複数モデルによる気候変動影響の解析（Friend 

et al. 2014 Proc Nat Acad Sci）など、IPCC 第 5次レポートに引

用される成果を出しています。

○おわりに

　同じ植物科学分野とはいえ、コンソーシアムがカバーする領

域は幅広く、私たち広域スケールを対象としている者には、ゲ

ノムなどミクロの研究は全て新鮮でした。広域のモデル研究で

も、メカニズムを深く理解して行うのとそうでないのとでは、

結果の解釈やモデルの信頼性が大きく変わってくると思いま

す。そのような意味で、この新学術領域に参加させていただい

たのは、私たちには得難い機会となりました。忘れられない出

来事として、2012 年には三浦海岸で若手ワークショップ・勉

強会の開催があります。このように大人数が集まる会合を、会

場選びからプログラム編成まで行うのは（私には）初めての体

験でした。ここでも、当班の若手研究者たちが率先して仕事を

引き受けてくれたお陰で、無事に乗り切ることができました。

最後に、領域代表の寺島さんをはじめメンバーの方々に篤くお

礼申し上げます。
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　　CO2は周知の通り、地球温暖化の最大の原因物質であり、

植物から見れば光合成の基質でもあります。すなわち、CO2は

科学的にも経済・社会的にも、現在大きな注目を浴びている存

在です。この CO2を対象とした今回の寺島新学術の研究課題

はミクロの分子生物学的なレベルからグローバルな生態学的レ

ベルの研究までを統合化するという、全く新たなコンセプトで

進められた一大プロジェクトでした。

　大気中の CO2濃度の歴史的変遷を辿ってみると、２万年ほ

ど前の最終氷期には 180 ppmであったものが、約１万年前に

後氷期に至ったとたんに 280 ppmに跳ね上がり、それ以降産

業革命が始まる 200 年前まではほぼ安定した状態にありまし

た。ところが産業革命を契機として濃度は上昇を続け、最近で

は 400 ppmを超えそうな勢いです。地球温暖化が強く懸念さ

れる理由がここにあります。このような環境変化は地球上の植

物にも多大な影響を及ぼします。光合成の基質の増加と温度上

昇は植物の基本的な生理機能に大きな変更を迫ります。このよ

うな変化を分子レベルにまで立ち入って極め、得られた情報を

究極的にはグローバルの生態系レベルにまで組み上げること

を、本プロジェクトは目指しています。

　今回のプロジェクトには植物を対象としたミクロからマクロ

までの 50名を超える研究者が参画しています。これらの方々

は今まで学会などで一堂に会したことがなかったに違いありま

せん。従って毎年開かれた成果報告会で聞く話は耳新しく、初

めは理解しにくい話題も多々あったであろうと思います。しか

し、プロジェクトの進行に伴い、このような困難を乗り越えて、

異なった研究グループ間での共同研究が幾つか進みつつありま

す。毎年の成果報告会に加えて、若手研究者を中心とした勉強

会も毎年開かれて、これからの研究を担う若手研究者にとって

は特に大きな刺激になったに違いありません。今回のプロジェ

クトの成果をしっかりとまとめて、次の新たな発展を期待した

いと思いますし、その可能性は大いにあると感じました。

評価・助言委員コメント

Comments
　評価・助言委員の 4人の先生方にコメントをいただきました。4人の先生方にはプロジェクトを通じて様々な有益なコメント

をいただきました。お礼申し上げます。

と、分子遺伝学を軸にした視点が今後の展開のさきがけとなる

でしょうか。

　３. いかなる研究も当初の想定と得られた成果とにはある種

のギャップがあります。成果の一端から派生し、予想外の展開

をもたらしたものが本プロジェクト研究に散見されます。それ

らの多くは次の展開への萌芽となり得るものであり、この視点

を大切にして、各自で今後の展開を熟考してほしいと思いま　

す。　

　４. ” 高 CO２” という社会的に重要かつ関心の高い課題ゆえ

に、本研究プロジェクトの成果を分かりやすく内外にアピール

されることが責務です。

　１. ” 分子生理学・細胞生物学・生化学的研究と生態学・農

学研究までを包括し、植物の高 CO２応答を解明する ” との代

表者をはじめとするリーダーの研究視野・志向を共有する研究

者が年次をおって増え、その姿勢は若手研究者にも浸透し、そ

の育成をもたらしました。

　２. 分子を基軸にした高次系研究への展開基盤が整い始めま

した。それはかつて植物科学研究に出現した「高次系への展開

を志向した生化学・生理学・農学領域研究の融合の動き」に類

似しています。相違点は、領域を植物群落・生態学領域まで拡

大したことであり、本研究プロジェクトの大きな意義だと思い

ます。分子を軸にした生態学へのアプローチには、刻々と変動

する野外での個体・群落の生理機能と植物の多様性を考える

　評価・助言コメント
　及川 武久（筑波大学名誉教授）

本プロジェクト研究の成果および今後への期待
　杉山　達夫（名古屋大学名誉教授）
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のみならず、社会的にも大きなインパクトを与えることができ

たのではないでしょうか？領域代表以外にも、中学生や高校生

が読めるような本を出版できれば、もっと貢献度は大きかった

と思われます。私が生きてはいない近未来の植物がどのように

なっているのか、SF のようでもありますが、私も多くのこと

を学びました。

　最後に、学術雑誌の編集長として、領域の先生方による特集

号を2014年 2月に刊行されることに、厚く感謝申しあげます。

世界中で、多くの研究者の目にとまることを期待しております。

寺島新学術で学んだこと
　山谷　知行（東北大学大学院農学研究科）

　文科省における名称が特定領域研究から新学術領域研究に変

更されてから、植物対象ではじめて採択されたのがこの領域

で、その後多くの領域が採択されてきました。植物科学研究に

大きな風穴を開けて頂いたことに、同じ植物科学の研究者とし

てまずは感謝申しあげます。本領域の特徴は、地理的には異

なっていても同じ栽培装置を使い、同じ条件で様々な植物の高

CO2応答を研究してきたことが、まずあげられます。領域代表

の強いリーダーシップが発揮されたものと思います。また、モ

デル植物から樹木までを数理モデル化した意欲的な研究が展開

され、地球環境変化予測と植物分子生理学や生態学までを相互

に結ぶ、融合研究の成功例を示してもらえました。植物科学界

ションを期待される、社会的ニーズの高い研究分野になるで

しょう。是非これらの期待にこたえられる応用基礎研究を目指

して進まれるよう希望しています。一方、昨今のバイオエンジ

ニアリングの進歩、地球温暖化を防ぐジオエンジニアリングの

方策等が今後現実味を帯びた社会に突入する可能性が高い。こ

の状況下で分子、遺伝子からマクロな生態系を包括する当該学

術分野が今後大きな成果を挙げ、ヒトの社会と自然界関係の近

未来 100 年のあり方や方向に大きな提言をして欲しいと心か

ら望んでいます。この意味でもこの分野の発展を祈っています。

　さて、2011 年 3 月 11 日 14：46 分 18 秒以降我が国を

含む東アジアでは、従来の国連気候変動枠組み条約（UN 

Framework Convention on Climate Change）から、気候変動

ばかりではなく、地震、津波、台風、竜巻などや生物多様性の

保全、持続的食料生産を求める、国連地球物理・生態系変動

枠組み条約（UN Framework Convention on Geophysical　＆　

Ecological Change）が重要となるでしょう。

　　

　このような背景を踏まえて、この新学術領域ではこれまで得

た沢山の成果の中から、分子生理学と生理生態学を統合した応

用基礎研究の事例をいくつか示していただくと , この学術分野

の今後の重要性が明確になると思います。

評価・助言コメント
　和田英太郎（京都大学名誉教授）

　さて評価のはじめに最近私が気になっている動向をあげてみ

ます。

１）ヨルゲン・ランダース著「２０５２年」

　ローマクラブ成長の限界（1972 年）、４０年後の検証

　４０年前に提出されて物議を醸した（ぶつぎをかもした）論

文－成長の限界（1972 年）－の結論：「世界は破滅へのレー

ルを進んでいる」は、近年の研究でやはり正しかったことが検

証されました。この報告はMIT の複数の研究者が、世界的な

シンクタンクであるローマクラブのために書いたものです。も

し人類が、自然が与えることができる量以上のものを消費し続

けるシナリオで進んでいくとするならば、２０３０年までに世

界的な経済崩壊と人口の急激な減少が起こるかもしれないと予

測しています。

２）事実、人為起源の二酸化炭素の放出は 6から 8 Gt/ 年とな

りました。海は２.n Gt 強しか吸収できないので、大気 CO2濃

度の上昇は加速されています。ほぼ 400 ppmを越えようとし

ています。

３）人口増加は以下のように激しくなっています。

　　　1999 年 10 月 12日 60 億人の日；

　　　2011 年 10 月 31日は 70 億人の日 

　この勢いでは 2024 年には 80億に達し、中国・インドので

生活レベルの向上で、実質 100 億人になります。

　このような背景を予想すると、当該「新学術研究：高 CO2
下の生理生態学と分子生理学の創出」は近未来に不可欠な学問

新分野となり、今後は食料やバイオエネルギー問題のイノベイ
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新学術領域班からの報告

Information
新学術領域「植物の高 CO2応答」第 4回若手ワークショッ
プオーガナイザー側からの報告

小口理一・尾崎洋史・上田実希（廣瀬班・東北大学）

第４回若手ワークショップが 2013 年 10 月 30 日から 11月

1日まで開催され（2泊 3 日）、廣瀬班はその企画・運営を担

当させていただきました。今回は宮城県蔵王町の宮城蔵王ロイ

ヤルホテルを会場に、全国から 75名の方々にご参加いただき

ました。紅葉は例年より遅めで、大会期間中は蔵王連峰の中腹

が見頃となっておりましたが、２日目のエクスカーションでは、

途中の紅葉は見ることができましたが、山頂の天候が悪く、お

釜（火口湖）をご覧頂くことができず、企画側としても大変残

念でありました。しかし、４回目、最終年度ということもあり、

例年以上にすばらしい発表が多く、また、研究分野をまたいだ

交流が深まっていると感じられ、裏方をさせていただいた私た

ちとしても、嬉しく思っております。

　今回は、勉強会でご講演いただく先生方と若手研究者の方々

との交流を深める目的で、勉強会を初日に開催させていただき

ました。若手の方々が、講演内容をきっかけに、懇親会等で先

生方と語らっていただければと企画した次第でした。特に名古

屋大学名誉教授・今関英雅先生は最終日までご参加いただき、

懇親会も両晩とも日をまたぐまでご一緒いただき、多いに交流

の機会を設けてくださったと思っております。

　勉強会「植物ホルモン今昔」では、最初に今関先生にエチレ

ン生成研究の歴史と未だに残る謎についてお話しいただき、続

いて、榊原均先生にサイトカイニン研究を軸に植物ホルモン作

用の複雑さについてお話しいただき、最後に基礎生物学研究所

教授・松林嘉克先生から、新しいペプチドホルモンを発見され

るまでの経緯についてお話しいただきました。また、懇親会の

二次会では、牧野周先生から東日本大震災後の海岸沿いの復興

と生態系についてお話いただきました。

　２日目はワークショップの口頭発表が朝から行われました。

今回は基本的に発表者全員に、口頭発表とポスター発表の両方

をご用意いただく形式とさせていただきました。皆さんにご参

加いただけるポスターセッションを設けることで、気軽に若手

の方々に質問をしていただいて、知見を交換しあっていただき

たいという思いからの発案です。寺島領域代表（ポスター会場

で二次会をという案は代表直々のご提案でした）や牧野先生に

もご助言をいただきました。発表者の皆さんには準備の面でご

迷惑をおかけしてしまったかと思います。しかし、細かい部分

までじっくりとディスカッションをしている場面も多く、良い

プログラムになったのではないかと自負しております。

　また２日目の午後は、エクスカーションで蔵王のお釜までの

バスツアーが行われました。あいにくの天候だったため、蔵王

山頂の寒さと強風を体験された方々が、体力を大いに消耗され

たようで、ポスター会場での懇親会２次会は、一日目よりも参

加者が少なかった様子でした。蔵王の寒さをお伝えして、直前
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のご案内では厚着をして来ていただくようにお知らせしていた

のですが、この３日間の気温はとても暖かく、またホテルの空

調もよく利いておりましたので、館内にいると汗ばむほどでし

た。そこで、エクスカーションにいかれる前に、再度、暖かい

格好をしていただくようにご案内すべきだったと反省しており

ます。しかし、３日目には皆さん元気に、口頭発表およびポス

ターセッションに参加されておりましたので、じっくり知見を

交換しあっていただくという目的は達成できたのではないかと

考えております。２日間で、４３の口頭発表、および５３のポ

スター発表が行われ、濃密なワークショップとなりました。

　最後に、本ワークショップ開催にあたり、事務全般から名札

や領収書の印刷まで、いろいろと取りまとめていたたいた寺島

班・青木マリ様、円滑な口頭発表を進めるために PC用モニター

切替器をご用意いただいた牧野班の菅野さん、お貸しいただい

た東北大学山谷研究室のみなさん、また、早朝から PCへのデー

タの取り込みや、試写などをご協力いただきました発表者の皆

様に、この場をお借りしてお礼申し上げます。若手ワークショッ

プは今回で最後となりますが、このワークショップで培われた

交流の輪が続き、今後の研究に活かされることを企画者一同、

期待しております。ご講演とご議論に参加していただいた全て

の皆様に心からお礼申し上げます。

以下は、参加した若手からの報告を掲載いたします。

石澤　仁（東北大・院・農）
　今回、宮城県の蔵王で行われた第4回若手ワークショップは、

私にとってこういった会合に参加する初めての機会となりまし

た。東北大学在学中の私にとって蔵王は地元近くではあります

が、初参加であることもあり、不安を拭えないままこの若手の

会に臨むことになりました。しかし、懇親会などでは和やかな

会話が交わされており、周りの方々のお気遣いもあって無事乗

り切ることが出来ました。

　私は当初、植物の高 CO2応答に関する領域と言うことで、

高 CO2に直接的に関連する内容がメインであると思っていま

した。しかし、様々な方の発表を聞き、思いのほかこの領域に

含まれる分野が広く、様々な視点から高 CO2環境に対する影

響を見ていることに気が付きました。発表者の方はそれぞれ丁

寧な説明をされていたため、あまり知識のない分野であっても、

その内容をある程度理解することが出来ました。私の発表は他

の方の研究とはやや分野の離れた内容ではありましたが、口頭

発表・ポスターセッション共に多くのご質問やご指摘を頂きま

した。今後の研究を進める上で有意義なご意見を頂けたと同時

に、基本的な事項ではあっても質問に答えるだけの知識が不足

していたこともまざまざと実感しました。

　反省する点としましては、私自身からの積極的なアクション

が少なかったことがあります。元々自分からアプローチする性

格ではない上に、初参加だったこともあって余計に内向的に

なってしまい、二次会ではまるで透明人間でありました。私に

とっては毎度のことではあるのですが、黙っていては透明人間

になるだけなので、もう少し社交的になれるよう努力したいと

思います。

　今回のワークショップを通して、普段知ることのない様々な

研究領域に触れる、最前線で活躍されている研究者の方々の発

表を聞く機会を得るなど、貴重な経験をすることが出来ました。

最後になりましたが、こういった機会を設けてくださった領域

スタッフの皆様、また今回のワークショップの準備・運営に当

たられたスタッフの皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとう

ございました。

石田　泰浩　（大阪大・院・理）
今回、若手ワークショップは最終回だったのですが、私は初

参加でした。高木班からの若手・学生の参加者が自分だけだっ

たこと、合宿や相部屋とは縁のない生活を送ってきたことから、

とても緊張した状態での参加になってしまいました。しかし、

初対面の方も含めて植物と CO2に関係のある研究をしている

方々とお話しできたことを始めいろいろと収穫があり、有意義

であったと思います。口頭発表とポスター発表の両方を行うと

いうことで、「何と面倒な」と思っていたのですが、口頭発表

では、様々な若さの若手の皆様の発表を一通り聞くことができ

てよい刺激になりましたし、ポスター発表では、思っていたよ

りも多くの人と話をして、いろいろアドバイスを貰うことがで

きて良かったです。

　エクスカーションに関しては、蔵王のお釜は以前訪れたこと
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があり、そのときに大変満足したので、今回はこけしの絵付け

体験を希望しました。が、参加希望者が規定人数に達しなかっ

たということで中止になりました。後でお釜に行った人から聞

いた話では、見通しが悪く何も見えなかったそうなので、どち

らを選んでもがっかり体験になったようです。エクスカーショ

ンの時間は暇だったので、ホテルの外に出てうろうろ歩いて、

キノコ等の写真を撮ったりしました。ワークショップ終了後は

飛行機搭乗まで時間があるので、東北大学の植物園に行くこと

を楽しみにしていたのですが、着いてみると「熊が出るので早

めに閉めています」とのことでした・・・

　最後になりますが、今回のワークショップでは完璧な運営に

驚かされました。企画・運営に携わった皆様、本当にありがと

うございました。

伊東　七実子（新潟大・院・応用生命）
　この度開かれた第４回新学術領域の若手ワークショップに

は、初めて参加させて頂きました。今回の会では口頭発表に加

えてポスター発表の場も設けて頂き、このような大きな場での

発表をするのも初めてであった私は、発表までの準備期間は終

始緊張で一杯だったのが記憶に強く残っています。

　初日のプログラムは植物ホルモンをテーマにした勉強会でし

た。耳慣れない単語もいくつかある中、自分の持てる知識を引っ

張りだして理解しようと必死でした。専門分野でないにして

も、自分には知らないことだらけであることを実感させられる

一方、少しでも分かる部分があると今まで培った知識を役立て

ることができたようで嬉しく感じました。２泊３日の日程だっ

たので、同室となった方々と仲良くなれたこともこの会での収

穫だと思います。丁度会食前に顔合わせが出来たので、この会

で知り合いの少なかった私は会食の際に皆さんとお話ができて

この時間をより楽しく過ごせたと思います。

　２日目のプログラムはいよいよ自身の発表があるということ

で、朝から落ち着かない心持ちでした。発表内容もこの領域に

は関係ないのではと気にしていたこともあり、余計に不安な面

もあったのですが、他の発表者の方々の発表を聞いているうち

に、関係のない研究はないのだと思えました。発表タイトルか

らは一見、接点が無いと思われる研究内容でも、実はある点で

は共通項があり自身の研究にも活かせることに気が付き、より

興味深く発表を聞く事ができました。３日目のポスター発表で

も、口頭発表では伺えなかった意見を交換しあったり、詳しい

実験手法を教えて頂いたりと非常に有意義な時間を過ごせたと

思っています。まさに、「若手」の面々に多くの励ましと、様々

なご意見を頂くことの出来る、非常に充実した会であったと感

じました。

　また、開催された蔵王では素晴らしい風景を楽しむことがで

き、あっという間に過ぎた３日間でした。その中でも多くの行

動を共にして下さった同室の門田さん、山岡さん、杉本さんの

お陰で滞在した部屋の中でもリラックスして楽しく過ごすこと

が出来たと思います。また機会がありましたら是非お話したい

と思いますし、同じテーマの中で研究を行う者同士ですから、

どこかでお名前を拝見することができればと思いました。最後

に、この会を開くに辺り尽力して頂きました皆様、素晴らしい

企画、運営をありがとうございました。

吉岡　希（東北大・院・農学生命）
今回の蔵王での植物高 CO2応答ワークショップは昨年に続い

て２回目の参加でした。昨年は学部 4年生の、自身の研究内

容の理解にまだまだ必死な時期で、勉強会や若手の方の発表内

容についていくことが難しかったのですが、今年は口頭発表も

あり、植物の高 CO2応答という研究分野における自身の研究

テーマの位置づけも見えたので、他の方々の発表もしっかりと

興味を持って聞くことができたと思います。私はミクロな現象

について研究していますが、このワークショップでは様々な専

門分野の方々が集まって高度な議論が交わされるので、普段は

全く意識しないマクロのお話も多く聞けて視野が広がりまし

た。そして何より、自身の発表を様々な専門分野の方が聞いて

くださり、これに対して多くのご意見を頂けたことが一番の収

穫であり、今後も研究目標に向かって勉強怠らず実験を確実に

進めていきたいと思いました。

　2日目は蔵王のお釜ツアーがあり参加させていただきました

が、天気がすぐれずお釜が見られなかったのが残念でした…し

かし、普段の生活で触れることのない大自然を感じることがで

き、午後の発表に向けての良いリフレッシュとなりました。

　植物の高 CO2応答ワークショップは今回で最後ということ

でとても残念ですが、様々な人と出会うことができ、特に同年

代の真摯な研究姿勢に触れることができた大変刺激的で充実し

た 3日間でした。最後に、このような貴重なワークショップ

を企画・運営していただいた皆様に心から深く感謝申し上げま

す。
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