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成果の概要 

 

本研究開発は、複合的な過酷環境ストレス下で生育する野生生物に遺伝資源を求め、その多様

なゲノムの高度利用を目的とした過酷環境ストレス耐性遺伝子群の収集、機能評価を行い、機能

評価した有用遺伝子群のいくつかを用いた植生再生モデル植物の作出、およびDOE プロジェク

トとの連携をはかり、複合的な過酷環境下を再現できるコロンビア大学バイオスフィア２ を利

用することによる、実用化を念頭においた評価を行ない、これらの過程を通して植生再生のため

の植物バイオ技術の実用化に向けた基盤技術を確立することを目的としている。研究開発は、①

極限異常環境生育植物・微生物の探索、②有用遺伝子群のカタログ化、③苛酷環境下における菌

根菌の探索・同定手法の確立、④評価系の構築、⑤有用遺伝子群導入による植生再生モデル植物

の作出の具体的項目から構成される。平成１４ 年度は、それぞれ下記の成果を得た。 

 

①極限異常環境生育植物・微生物の探索 

地球上で生物が遭遇する可能性のある過酷な環境で生育する生物は数多く存在する。そこに

こそ未曾有の環境耐性遺伝子が多数存在すると期待される。本年度は、こうした探索を行うボ

ツワナ、ミクロネシア、チリ等の地域のうち、文献調査等によりボツワナおよびミクロネシア

を各々第一、第２ 候補として次年度の本格的調査地に選定した。次に次年度に向けた事前準

備として、ボツワナおよびミクロネシア大使館等との交渉を行なった。特に第２ 候補地であ

るミクロネシアからは本研究開発に対する前向きな姿勢が見られたため、少人数における事前

現地調査を企画したが、イラク戦争勃発等の諸事情のため実現できなかった。野生スイカの生

理的解析およびマングローブ等の耐塩性のメカニズム解析に着手した。 

 

②有用遺伝子群のカタログ化 

これまでに保有している窒素固定能力を持つ単細胞性藍藻について、その遺伝子配列の情報

を網羅的に解析し、そのカタログ化に向けたデータ取得に着手した。 

 

③苛酷環境下における菌根菌の探索・同定手法の確立 

次年度の過酷環境地域の探索に先立って、乾燥地と同様に環境ストレス下で生育している海

浜植物を対象にAM 菌の感染種を判定した。また、菌根菌利用技術開発のための予備試験に着

手した。 

 

④評価系の構築 

これまでに保有しているシーズと本提案で得られる有用遺伝子源の評価を米国コロンビア

大学（アリゾナ州）との共同研究で行うに当たり、米国コロンビア大学閉鎖系人工環境バイオ

スフィア２ との現地における事前交渉および評価系の構築に着手した。 

 

⑤有用遺伝子群導入による植生再生モデル植物の作出 

この項目については、本年度は実施しなかった。 



Summary 
 

To advance the scientific understanding of mechanisms involved in the environmental stress 
tolerance of organisms lived in arid area. The isolation of genes related to the tolerance. The 

construction of novel environmental stress-tolerance-plants and their estimation of the tolerance 
against the environmental stresses. A lot of efforts run into the production of transgenic plants 
tolerance against the environmental stresses. However, all of the obtained products show trivial 

effects that can be detected only in the laboratory. This is because we always use the scientific 
information obtained from cultivated plants as rice, Arabidopusis and so on and genes of such 
plants for the production of transgenic plants. Our new approach is to investigate the native 

organisms lived in arid aria with a high temperature and dryness, which have been remained 
without the influence of the glacial period and the cultivation process. 

The construction of novel environmental stress-tolerance-plants and their estimation of the 

tolerance against the environmental stresses will be accelerated through the collaboration 
between RITE and B2C. This collaboration is a first step and expects to keep long-term 
collaboration, especially for field scale evaluation of the constructed transgenic (GMO) plants. 

 
To search for native organisms with extremely high tolerance to the environmental 
stresses 

Analyzing mechanisms involved in the environmental stress tolerance of the selected 
organisms 
Isolation of genes involved in the stress 

The production of transgenic plants with the isolated genes and the evaluation of the 
produced plants 
 

In order to perform our activities we have obtained the results below in this year. 
To search for the native organisms we have selected several spots including Botswana 
desert. 

Physiological and molecular biological analysis of wild watermelon and mangrove 
Starting the genome project for cyanobacteria with nitrogen fixation ability. 
To understand Symbiotic relationship with arbuscular mycorrhizal (AM) fungi, 

composition of AM fungi in roots of coastal plants was examined to give the dominant 
species using DNA analysis technique. Moreover, propagation of AM fungi from roots 
was attempted. 

Dr. Osmond and Dr. Tomizawa met at Biosphere 2 Center to discuss their scientific 
collaboration. It is recommended this project be implemented. 


