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送体タンパク質遺伝子が多数存在し、複雑な

発現制御を受けている。それらのうち葉緑体

包膜のリン酸／リン酸エステル交換輸送体

（無機リン酸は共通に、PEP, PGA, 三単糖リ

ン酸, グルコース6-リン酸, 五単糖リン酸と多

様な中のいくつかを基質とする）に特に着目し

て、それら輸送体の活性の特定と遺伝子発

現制御機構の解明を目指している。

　　また、C4光合成では、葉の光合成細胞とし

て、維管束鞘細胞と葉肉細胞という2種類の

細胞が分化し、協同して機能している。特に

前者の分化機構を研究してきた。 

土壌の微生物叢と作物生産性／生ゴミ堆肥
化の微生物学 
　 土壌には膨大な数の細菌・古細菌・真菌が

住み着いており、一部は植物と共生関係を

研究概要
◆

　　本研究室の研究は二つの柱からなる。一つ

は、光合成、特にCAM（下記参照）に関わる、

細胞内の代謝中間体膜透過機構の解明と輸

送体遺伝子の発現調節機構の研究。 さらに、

光合成細胞の分化機構の研究をも行ってき

た。（是枝晋講師との共同研究）

　　もう一つの柱は、環境微生物の研究であ

る。環境DNAの解析によって土壌微生物叢

を解明することで、外乱に対して強いRobust

な生態系システム（作物を含めた）を作るため

の手がかりを得る。また、堆肥製造の過程の解

明・改善をも目指している。

　　二つのテーマを合わせて、ストレスに強い作

物を育てる方策を得ると共に、温暖化への対

策、石油エネルギー節約のための方策ともな

ることを期待する。

C4光合成・CAMに特異的な細胞内物質輸
送機構 
　　C4光合成やCAM（ベンケイソウ型酸代

謝：夜間液胞にリンゴ酸を蓄積し、昼間はこれ

を利用し、気孔を閉じて光合成する）では、通

常の光合成過程に必要とされる物質輸送活

性以外に多様な細胞内代謝中間体輸送系

が必要になる。そして、それぞれに対応した輸

塩ストレスによってCAMが誘導されるアイスプラントでプラスチド
型リン酸輸送体遺伝子の発現調節機構を研究する。
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上・環境生態系の維持に向け努力したい。こ

んな操作を行ってみたが、微生物叢がどう変

わっただろうかと考える環境企業・農業者の

方と協力して、環境により優しい農業および

その関連事業を発展させていきたい。

持っている。微生物叢の構造やその変化が作

物の生産性に影響を及ぼすことは十分考えら

れるが、直接そのことを示すようなデータは、

比較的解明が進んでいる菌根菌を除けば、

未だ得られていない。様々な処理（土壌改良

材添加など）を行うことで生産性が変わった

場合に、微生物叢がどのように変化するかを

詳細に調べることで、作物と土壌微生物の動

的関連についての情報を得たい。また、生ゴミ

などの堆肥化過程も基本的には土壌微生物

あるいはそのサブセットが実行している。同様

の分析手法で効率的な堆肥化過程を実現さ

せたい。両者合わせることで、今後予想される

環境変動にも影響を受けにくい農業システム・

生態系システムを実現させる手がかりを得る

ことを期待している。

今後の展開
◆◆◆

　　戦略的創造研究推進事業（CREST）の研

究テーマ「地圏熱エネルギーを考慮した地下

水管理手法の提案」で、冷暖房の熱源として

地下帯水層を用い省エネを図る際の、数値的

ガイドライン提案しようとする計画の一環で、

深部土壌の微生物叢の研究をも始めている。

これら研究を通じ、環境と微生物の関わり、さ

らに、土壌・堆肥の微生物叢を研究すること

で、植物の生産性・ストレス耐性・耐病性の向

上への手がかりを得て、日本農業の生産向
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●ライフサイエンス

細胞生化学研究室（大西純一）
URL : http://www.molbiol.saitama-u.ac.jp/̃ohnishi/
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●光合成に関わる細胞内物質輸送機構・光合成細胞の分化機構
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