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研究の大要
樹木は二酸化炭素の大きな吸収体である。特に都市部においては街路樹が主要
な吸収体である。しかし、大気汚染物質によってその炭酸ガス固定および酸素
発生など光合成作用は、大きく抑制されている。街路樹の大気汚染物質耐性を
高めることは都市部における二酸化炭素削減の促進につながるものである。そ
のためには、街路樹の大気汚染物質による阻害機構の解明が必須である。しか
し、その詳細の理解は立ち遅れている。申請者はモデル植物シロイヌナズナを
用い、二酸化窒素(都市大気の主大気汚染物質)による光合成抑制の分子的実体
を把握しつつある。本研究では、これらの実績を基礎として、二酸化窒素によ
る樹木光合成抑制の分子的実体の解明を直接の目的とし、以て、樹木の大気汚
染耐性能力を高め、樹木の光合成促進すなわち二酸化炭素削減効率の飛躍的向
上をめざすものである。
Abstract
Woody plants are a powerful sink for carbon dioxide (CO2). However, the
photosynthesis activities of plants such as CO2 fixation and oxygen evolution are
hindered by atmospheric nitrogen dioxide (NO2), a major pollutant in the urban air. This
is also the case for roadside trees in the urban area. The investigation on the molecular
mechanism of hindrance of photosynthesis by NO2 is vital to improve the capability of
roadside trees as a CO2 sink. Recently, we have discovered proteomic evidence for
hindrance of photosynthesis by NO2 in Arabidopsis thaliana, a model plant. The present
study focuses on the proteomic analysis of woody plants to investigate molecular
architectures of photosynthesis hindrance by NO2 in these plants.
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単離チラコイドにおけるニトロ化と
酸素発生
NO2 による PsbO タンパク質チロシ
ンのニトロ化と酸素発生量との間に
は負の相関関係が認められた(図 1)。
従って、光化学系 II を取り囲む表在
タンパク質のニトロ化が NO2 による
光合成阻害の分子的実体の一つであ
ると考えられる(後述参照)が示された。 図１ シロイヌナズナ PsbO タンパク質
さらに、PsbO タンパク質ニトロ化に
のニトロ化と酸素発生量の関係
及ぼす因子に関する解析から、光お
よび活性酸素は、この反応を促進す
る因子であることが分かった。
樹木におけるタンパク質ニトロ化解
析
調べた全ての樹木で抗ニトロチロ
シン抗体と反応するバンドが観察さ
れた（図２）。ギンヨウアカシアで最
も多くのバンドが観察された。次い

図２ NO2 曝露した樹木タンパク質の
ウェスタンブロット解析.
40 ppm NO2 で 8 時間曝露した樹木な
どか ら抽 出した 粗タ ンパク 質に つい
て、抗ニトロチロシン抗体を用いて解
析した。レーン 1：クスノキ、2：ユ
ズリハ、3：オオイタビ、4：クチナシ、
5：ギンヨウアカシア、6：フサアカシ
ア、7：シロイヌナズナ、8：ニトロ化
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でフサアカシアであった。クスノキ、
ユズリハ、オオイタビ、クチナシで
は 1~2 本のバンドが観察された。33
kD と 23 kD のバンドに着目すると、
クスノキ、ユズリハ、オオイタビ、
クチナシ、ギンヨウアカシア、フサ
アカシアで 33 kD バンドが、ユズリ
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