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研究の
研究の大要
植物葉の光合成能力は、葉緑体に存在する光合成炭酸同化酵素の量により決定
される。木本植物の葉の光合成能力を強化することで大気中の CO2 削減の効率
化を図る際には、葉の光合成炭酸同化酵素の量を分子生物学的な手法を用いて
最適化するという手段が有効であると期待される。これを行うためには、生体
内で光合成炭酸同化酵素の量を制御する機構が解明されていなければならない
が、木本植物においては全くわかっていない。そこで本研究では、有用な木本
植物であるユーカリを材料とし、葉が出葉してから成熟し、その後老化し枯死
するまでの一生の間において光合成炭酸同化酵素の量がどのように制御されて
いるのかを、その生合成に関与する分子機構のレベルから明らかにすることを
目的とする。本研究の結果から、光合成炭酸同化酵素の量の最適化を図る際に
必須となる基礎的な知見を得ることができる。
Abstract
Chloroplastic enzyme “Rubisco” plays a central role as a key enzyme for carbon
fixation in photosynthesis. It is supposed that optimization of Rubisco content is
effective for an enhancement of photosynthesis in tree leaves. However, mechanisms
that regulate Rubisco content are still unclear in trees. To clarify this point, changes in
biosynthesis of Rubisco will be studied during a lifetime of Eucalyptus leaves.
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図 1. 異なる葉位のユーカリ・グロブラス葉におけるルビスコ量 (a)、その生合成速度 (b)、
全窒素量 (c) および窒素流入速度 (d)。データは平均 ± 標準誤差 (n = 3)。同じアルファベッ
ト間には有意差がない (Tukey 法、P < 0.05)。
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図 2. 異なる葉位のユーカリ・グロブラス
葉におけるルビスコ生合成速度と窒素流
入速度との間の関係。

