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１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 
ボ ツ ワ ナ 共 和 国 拠 点 機 関： ボツワナ共和国農務省農業研究部 
（    ）拠点機関：  
（    ）拠点機関：  

 
２．研究交流課題名 

（和文）：ポストゲノミックス研究によるカラハリ砂漠資源野生植物の高度利用基盤の確立          

                   （交流分野： 分子環境農学 ）  
（英文）：Establishment of the basis for highly advanced utilization of Kalahari wild plant 

resources through post-genomic studies 
               （交流分野：Molecular and environmental agriculture）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://       作成中                         
 
３．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１８年 ４月 １日 ～ 平成１９年 ３月３１日 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長 安田國雄  
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：バイオサイエンス研究科・教授・横田明穂 
 協力機関：奈良県農業技術センター 
 事務組織：教育・研究支援部研究協力課 
 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：ボツワナ共和国 
拠点機関：（英文）Department of Agricultural Research, Ministry of Agriculture, Republic 

of Botswana 
      （和文）農務省農業研究部 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Agricultural Research・

Director・Seja Gasenone Maphanyane 
 協力機関：（英文）Botswana College of Agriculture 
      （和文）ボツワナ農業大学 
協力機関：（英文）Permaculture Trust of Botswana, NGO 



 

      （和文）ボツワナパーマカルチャートラスト 
協力機関：（英文）Veld Products Research & Development, NGO 
      （和文）ベルトプロダクツ アンド デヴェロップメント 
       
５．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 
奈良先端科学技術大学院大学は、平成 17年 2月に、「乾燥ストレスおよび強光または高温に
対する耐性の原因となる野生スイカの遺伝子の解析」のため、ボツワナ共和国農務省農業研究

部との間に平成 22 年までの共同研究契約を締結した。本契約の趣旨は、野生スイカ環境応答
分子機構解明の研究を行うとともに、この研究を通して同研究部の分子レベルの研究スキルを

強化することを狙ったものである。本申請研究課題は、まさにこの共同研究契約をさらに高度

に具体化するためのものである。 
具体的には以下のような目標を達成する。 
１．国内拠点機関で行ってきた人工環境の下での野生スイカの環境応答分子機構とカラハリ砂

漠の自然環境の下で野生スイカが示す環境応答の実際を分子のレベルで比較し、野生スイカ

が極限環境に耐えるために使っている真の分子機構を明らかにする。この機構の内、産業シ

ーズと想定されるものについては知財化を図るとともに、事業化を目指す。 
２．ボツワナ農業研究部研究者は最先端科学理論と技術を習得し、カラハリ砂漠に約 300種存
在する野生スイカの品種系統化のための方法論を確立する。 
３．野生スイカ品種系統化で培った技術を使い、カラハリ砂漠に自生する他のウリ科植物始め

多くの資源野生植物の系統化を行う。 
４．将来的には、日本等の支援により、アフリカ資源野生植物有用遺伝子発掘センターをボツ

ワナに設置し、日本と共同運営する。当成果は、世界の科学者に公開される。 
 
 
 



 

６．平成１８年度の研究交流実績の概要 
６－１ 共同研究 

 ボツワナ共和国が有する３００種もの野生スイカ原種系統、および近縁の野生ウリ科植物系

統は、育種および遺伝子資源として希少価値を有するが、その多くは先進国に紹介されておら

ず、新種としての進化的位置づけすら判明していない。今回、ボツワナおよび日本の若手研究

者が協力し、野生スイカ原種の代表例を選び、そのゲノム遺伝子の断片増幅および塩基配列の

決定実験を行ない、原種を分別する実験法の確立を試みた。葉緑体ゲノムの５遺伝子座につい

て塩基配列を比較したところ、スイカ原種間を識別する分子マーカー候補を多数発見すること

ができ、その基盤実験条件を確立することに成功した。今後、この実験手法を野生スイカ原種

系統およびその他のウリ科資源植物に適応することにより、カラハリ砂漠の野生植物資源を客

観的に系統化することが可能になると期待される。 

平成１８年１１月にボツワナ共和国側の若手研究者３名（農務省農業研究部より

Tlhaloganyo Ounce Ofentse氏およびKeotshephile Kashe氏、ボツワナ農業大学作物生産学
科より Samodimo Ngwako氏）を日本に招聘し、ポストゲノム研究に必要な理論及び実験技術
の実践コースを行なった。この期間中に、独立行政法人、農業・食品産業技術総合研究機構、

野菜茶業研究所、野菜育種研究チームの坂田好輝氏および杉山充啓氏を交え、カラハリ砂漠の

野生植物資源の知的財産化に関し、今後の戦略を討論した。次いで平成１９年２月から 3月に
かけて、日本側研究者5名がボツワナを訪れ、本事業のボツワナ側コーディネーターであるSeja 
Gasenone Maphanyane氏と、ボツワナ共和国が有する希少生物資源の発掘および利用につい
て議論するとともに、Thebeetsile Scott Moroke氏、Mmasera Manthe-Tsuaneng氏、Pharoah 
Olifant Pedro Mosupi氏らと、本事業の研究進捗状況および展望について意見交換を行った。
また、併せて、現地での共同研究実験体制の構築および現地カラハリ砂漠環境における野生植

物分子生理データを取得すると共に、ボツワナ側の多数の研究者に対しての技術指導にも従事

した。 
 

６－２ セミナー 

平成１８年１１月に、ボツワナ共和国から若手研究者３名（農務省農業研究部より

Tlhaloganyo Ounce Ofentse氏およびKeotshephile Kashe氏、ボツワナ農業大学作物生産学
科より Samodimo Ngwako氏）、国内からはスイカ遺伝学の権威である（株）萩原農場生産研
究所の橋詰利治博士を招き、「カラハリ砂漠野生植物資源の探索と利用」と題して合同セミナー

を開催した。この際、ウリ科植物の育種先端技術が日本国内において最も集積している奈良県

を開催地とし、スイカ種子供給に関して国内最大シェアを有する萩原農場をセミナー会場とす

ることで、ボツワナ共和国の有用遺伝資源を共同で有効活用するための人的交流を図ることと

した。セミナーには、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、野菜茶業研究所や、奈

良県農業総合センター、高原振興センターなどからウリ科育種を担当する専門家が参加し、ボ

ツワナ共和国の有用遺伝資源を共同で有効活用するための方策について、活発な議論が展開さ

れた。  
 
６－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 カラハリ砂漠のウリ科野生植物資源についての情報交換を行うため、１０月１０日に独立行

政法人・農業・食品産業技術総合研究機構、野菜茶業研究所において、当該研究所ウリ科研究



 

グループの坂田好輝氏および杉山充啓氏と、奈良先端大の横田明穂および明石欣也により、ウ

リ科野生植物を研究する上での戦略を討議した。また、３月２４日から２６日に東京農業大学

において行なわれた日本農芸化学会年会、および３月２７日から３０日に愛媛大学において行

なわれた日本植物生理学会年会に明石欣也または横田明穂が参加し、砂漠植物のストレス耐性

メカニズムについての情報を交換した。 



 

７．平成１８年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 ボツワナ共和国はアフリカ大陸において南回帰線上に位置する内陸国であり、国土の大半が

年間降水量 250-500 mm程度の半乾燥サバンナ気候である。当地には乾燥強光ストレスに優れ
た適応を示す野生植物種が豊富に見られ、学術上および農業上の潜在的価値が高い。そこで本

年度は、(1) 未だ学術的に記述されていない野生スイカ原種を、その葉緑体ゲノム DNA 配列
断片を解読すること、さらに、(2) 厳しい乾燥強光ストレスに対する耐性に関与する野生植物
の遺伝子群の候補を選抜し、後の機能解析に供することを目的とした。これら 2 目的のため、
ボツワナ共和国の首都ハボロネ郊外のセベレ地区に本拠を置くボツワナ農務省農業研究部内に、

(i) 遺伝子配列解析実験室と、(ii) 遺伝子発現挙動解析実験室の 2室を用意し、その実験的整備
を行なった。このうち(i)の遺伝子配列解析実験室については、遺伝子断片を可視化する装置が
今年度の JSPS予算により導入されると共に、2月から 3月にかけて日本側研究者が訪問し、
実技指導に当たった。また、(ii)の遺伝子発現挙動解析実験室については、日本人若手研究者 1
名がボツワナ国内に長期滞在し、ボツワナ側研究者と共同で野生植物の遺伝子解析を行った。 

 

７－２ 学術面の成果 

 ボツワナ共和国が保有するスイカ品種資源は豊富であり、seed-type, cooking-type, 
fruit-typeなど、形態・生育特性・食味などが多様である。今回、PCR法の一種であるRAPD 
(Random Amplification of Polymorphic DNA)法と、葉緑体ゲノムの trnS-trnG, NDHF-3’UTR, 
ycf-psbM, atpA-trnR, NDHK2遺伝子領域について比較ゲノム解析を行なうことにより、野生
種と栽培種スイカゲノム間に多くの遺伝的多型を見出すことに成功した。これら遺伝的多型は

今後選抜マーカーとして植物品種育種に利用することが可能である。また、ボツワナ現地環境

において生育させた野生種スイカのストレス応答をプロテオーム解析したところ、これまで日

本国内の人工気象器では観察されることのなかった新規タンパク質挙動が多数検出された。現

在これらタンパク質の同定作業を行なっており、今後の機能解析により、砂漠環境に適応する

野生植物の耐性メカニズムの解明に繋がることが期待される。 
 
７－３ 若手研究者養成 

本年度はボツワナ共和国農務省研究部の将来を担う若手幹部研究者の養成に重点を置いた。

平成１８年１１月にボツワナ共和国農務省農業研究部のTlhaloganyo Ounce Ofentse氏および

Keotshephile Kashe 氏、およびボツワナ農業大学作物生産学科の Samodimo Ngwako に対して、

２週間の分子生物学実習を奈良先端科学技術大学院大学にて実施した。次いで、平成１９年２

月から３月にかけて、ボツワナ共和国農務省農業研究部を開催地として、PCR 法による野生植

物遺伝子解析の実践コースを開催した。このコースは講師として奈良先端科学技術大学院大学

の明石欣也博士および萩原農場の橋詰利治博士が参加し、受講者としては上記の3名に加えて、

Thebeetsile Scott Moroke氏らボツワナ若手研究者が新たに参加した。実践コースでは、遺伝

子DNAの単離方法、特異的な遺伝子断片の増幅法と、それら増幅遺伝子の可視化技術について

実技指導が行なわれ、確実な研究実験操作を習得するために熱心な議論が行なわれた。今後他

の研究者たちにも、学習内容が波及していくことが期待される。 

 



 

７－４ 社会貢献 

 ボツワナ共和国の農地は砂地が多く日照に恵まれ、スイカの栽培に適していると考えられる

が、スイカの商業的栽培は盛んではない。そこで平成１９年２月から３月にかけ、日本側研究

者５名がボツワナ共和国を訪問した際、ボツワナ国内における農業現場を多数視察し、多くの

農業関係者と議論を行なった。また、ボツワナ共和国政府内に新設された中小農業支援機構の

オフィスを訪問し、今後のボツワナ農業の展望について議論した。さらに今回の訪問では、ボ

ツワナ側研究者と共にカラハリ砂漠中心部のKang地区に遠征し、厳しい乾燥地に適応する野生

植物資源の生態についてフィールド調査を行なった。これらの訪問記録を現在執筆中であり、

アフリカの植物資源と農業の現状について、情報発信を行なうべく準備中である。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

研究に必要な物資をボツワナ国内で入手することが容易ではなく、しばしば研究進展の妨げ

となっている。これらを必要に応じて迅速に入手するシステムを構築する必要がある。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

 特になし（投稿準備中）。 

 

 

 



 

８．平成１８年度における総交流人数・人日数 
８－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

          派遣先 

派遣元 
日本 ボツワナ    合計 

実施計画 5/69     5/69 
日本 

実績 

 

 5/73     5/73 

実施計画 5/79    5/79 
ボツワナ 

実績 3/54 

 

   3/54 

実施計画      
 

実績   

 

   

実施計画      
 

実績    

 

  

実施計画      
 

実績     

 

 

実施計画 5/79 5/69    10/148 合計 

実績 3/54  5/73     8/127 

 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくださ

い。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

８－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   4／12 （人／人日）    5／12 （人／人日） 

 

 

 


