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１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 神戸大学 
（スーダン）拠点機関： スーダン科学技術大学 
（ナイジェリア）拠点機関：  国際熱帯農業研究所カノ研究所 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 寄生雑草ストライガの生理生態学的特性の解析と防除戦略の構築       
                   （交流分野： 農芸化学  ）  
（英文）： Ecophysiological Aspects of the Root Parasitic Weeds Striga spp.  

and Development of Control Measures 
                   （交流分野： Agrochemistry ）  
 研究交流課題に係るホームページ： 

http://www.edu.kobe-u.ac.jp/ans-phytochem/AA%20homepage/index.html   
 
３．開始年度 

平成２０年度（ ３ 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：神戸大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・福田 秀樹 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：農学研究科・教授・杉本幸裕 
 協力機関：人間文化研究機構総合地球環境学研究所、大阪大学大学院工学研究科、 

鳥取大学乾燥地研究センター 
 事務組織：神戸大学国際部国際企画課（事務総括、日本学術振興会との連絡調整） 
 神戸大学財務部（経理総括） 
      神戸大学農学研究科（事務および経理、コーディネーターとの連絡調整） 
相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１） 国 （地域）名：スーダン 
拠点機関：（英文）Sudan University of Science and Technology 

      （和文）スーダン科学技術大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）College of Agricultural Studies・Professor・ 

Abdel Gabar Eltayeb Babiker 
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（２） 国 （地域）名：ナイジェリア 
拠点機関：（英文）Kano Station, International Institute of Tropical Agriculture 

      （和文）国際熱帯農業研究所カノ研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Research Leader・Dr. Satoru Muranaka 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
ストライガ（Striga spp.）は作物の根に寄生し養水分を奪って成長するアフリカに特有の

寄生雑草である。ストライガの繁殖力はきわめて高いため、近年では病原菌、昆虫、鳥等

を上回り、アフリカの農業生産を阻害する最大の生物的要因となっている。本事業はアフ

リカの中でもストライガの被害がとりわけ顕著なスーダンおよびナイジェリアを相手国に

選び、それぞれの国でストライガ研究の中心的役割を担っているスーダン科学技術大学

（SUST）と国際熱帯農業研究所カノ研究所（IITA Kano）を拠点機関として、ストライガの

防除に資する研究の推進、情報の収集・交換、次代を担う若手研究者の育成および若手研

究者を中心とした人的交流基盤の構築を目指す。共同研究は次の 4 課題を中心に実施する。 

１）自殺発芽誘導剤の開発 

ストライガ種子が発芽に温度、湿度に加えて化学シグナルを必要とすることに着目して、

宿主作物がいない畑で種子を強制発芽させ自殺に追い込み駆除するための、自殺発芽誘導

剤を開発する。 

２）ストライガの宿主認識機構の解明 

ストライガの宿主域が限定的であることに着目して、ストライガの宿主選択と新たな宿

主に対する適応の仕組みを解明し、宿主域の拡大を予測する方法を考案する。 

３）ストライガの宿主成分収奪機構の解明 

ストライガの気孔が乾燥やホルモンに応答しにくいことに着目して、寄生確立後に宿主

作物からストライガへ物質が移動する機構を解明し、新たな防除方法を考案する。 

４）ストライガの光受容・応答の進化 

ストライガが光合成能力を維持した半寄生性から欠失した全寄生性に進化しつつあるこ

とに着目して、光受容と応答の機構を解明し、新たな防除方法を考案する。 

 
６．平成２２年度研究交流目標 
本事業を通して培ってきた交流実績および研究実績を基盤として、地球規模課題対応国

際科学技術協力（SATREPS）事業「根寄生雑草克服によるスーダン乾燥地農業開発」

（2009-2014 年度、科学技術振興機構（JST）、国際協力機構（JICA））および産業技術研究

助成事業「グローバルな食糧確保に貢献する寄生雑草制御技術の開発」（2009-2013 年度、

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO））が採択された。これらの事業の支援によ

り、スーダンとの関係にあっても、ナイジェリアとの関係にあっても、交流中心であった

活動が研究色を強めていくことから、研究協力体制の構築は十分に達成できたと判断して

いる。本年度は、構築した体制のさらなる発展を目指す。 
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学術的観点からは４課題のうち、１．自殺発芽誘導剤の開発については、さらに種子発

芽刺激活性および環境中での安定性等が高く、簡便な構造を有する物質を追及するととも

に、ササゲの分泌する S. gesnerioides の発芽刺激物質の構造を解明し、認識の特異性に関す

るさらなる知見を得ることを目標とする。２．宿主認識機構の解明については、S. 

hermonthica の接触に応答してミヤコグサ根で誘導される物質を特定し、その生態学的意義

について検証する。親和性の O. aegyptiaca の寄生成立に関わる要因についても追及する。

３．ストライガの宿主成分収奪機構の解明は、前年度までのスーダンにおける実験により、

S. hermonthica の宿主からの養水分収奪機構について、高温・乾燥条件下での気孔の数、開

閉応答、光化学系の耐性に関する基礎的な知見を整備できた。本年度は SATREPS 事業によ

り現地に駐在する日本人研究者の協力も得て、過去 2 年間に得た予備的試験の結果を確信

できるよう、ABA 葉面散布および土壌乾燥ストレス処理条件下における S. hermonthica と宿

主植物の気孔応答および光合成活性の違いについての実験を行う。４．ストライガの光受

容・応答の進化については、S. hermonthica より光合成活性が低いと想定される  S. 

gesnerioides についてもナイジェリア側との連携のもと、光応答ならびに光受容体の解析を

行い、寄生植物の光合成活性と光応答の関係についての知見を深める。さらに、これらの

知見より寄生植物に特有の生理反応を抽出することで、寄生植物の防除戦略に役立てる。 

岡澤、Muranaka が国際共同研究の主役として世界の舞台に躍り出たことで、若手研究者

養成についてもすでに大きな成果を挙げている。両者の活躍に刺激を受けて、今年度は、

井上、山内が大きな飛躍を遂げることが期待される。スーダン側、ナイジェリア側の若手

研究者にもセミナーや研修に招聘し、国際的に活躍する研究者として成長するよう支援す

る。具体的には、5－9 月に神戸大学で開催される JICA 研修コース「植物保護のための総合

防除」に Hassan を受け入れ、幅広い知識技術の修得とともに世界各地から集まる研修生と

交流する機会を提供する。ナイジェリアからは 9 月に Adepoju を招聘し、セミナーを通し

て様々な知識を修得するとともに関連分野の研究者と交流する機会を提供する。さらに、

セミナー終了後 2 週間にわたり、宿主植物－寄生植物相互作用の研究手法を伝授する。 

 
７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 スーダンにおいては、SATREPS 経費により SUST にストライガ実験室を設立するととも

に実験圃場を整備し、植物成分の抽出・分離・分析装置、植物の生理状態の計測・分析装

置、植物の微細観察装置等を導入した。また、セミナー参加者を含めて 160 人日のスーダ

ン人研究者を受け入れ交流し、407 人日の日本人研究者がスーダンに滞在し共同研究を行っ

た。JICA 研修コースに参加した Hassan には、発芽試験、発芽刺激物質の精製およびライゾ

トロン作成に関わる技術を伝授した。SUST では現在、実験室のさらなる拡張が行われてお

り、2011 年度に分子生物学関連装置の導入を計画している。JICA 研修コースを利用して若

手研究者 Rna を神戸大学に受け入れ、分子生物学の基盤技術を伝授することも予定してい

る。このように、研究協力体制は十二分に構築できたと自負している。 
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 一方、IITA との関係にあっても本事業経費でセミナーを含めて 71 人日の研究者を受け入

れたほか、NEDO 経費により 38 人日がナイジェリアに滞在し、現地のストライガの被害

を調査するとともに，解析用のサンプルの調製，ならびに，実験装置の整備を行うなど，

研究交流は飛躍的に進展した。 

 

７－２ 学術面の成果 

１）自殺発芽誘導剤の開発： 

 前年度までの研究でストライゴラクトン類の D 環部の修飾による活性向上が困難である

ことを認識したので、2010 年度はその他の部分の構造を変換した各種アナログをデザイ

ン・合成したが、高い活性を示す新たなアナログは見出せなかった。これらの結果に基づ

き、合成が容易で活性が高い 4-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl benzylcarbamate をモデル自

殺発芽誘導剤として大量に合成した。この化合物を用いてストライガ防除の可能性を検証

するため、2011 年度に SUST においてポット試験を実施する予定である。 

 一方、世界で初めて、S. gesnerioides の発芽を誘導する化合物の合成に成功した。これに

より、S. gesnerioides が他の根寄生雑草種子には認められない厳密な立体化学要求性を示す

ことを明らかにした。この特徴と、従来、天然から見出された S. gesnerioides 発芽刺激物質

の推定構造に矛盾点を見出したため詳細に解析し直した結果、天然物の真の構造を明らか

にした。本報告書には間に合わないが、現在、論文を作成しており、2011 年 6 月にイタリ

アで開催される第 11 回国際寄生植物会議（11th International Congress on Parasitic Plants）で成

果を報告する予定である。 

２）ストライガの宿主認識機構の解明： 

マメ科モデル植物ミヤコグサを宿主植物として、親和性の関係にある根寄生植物 O. 

aegyptiaca および非親和性の関係にある S. hermonthica に対する応答機構の解析を進めた。

詳細な遺伝子解析の結果、親和性の寄生植物に対しては、根粒菌共生に類似した応答を示

すことを見出した。また、根粒菌の感染、共生が O. aegyptiaca の寄生に明確に影響するこ

とを見出した。一方、非親和性の S. hermonthica の接触に応答してミヤコグサがファイトア

レキシン vestitol を生産・分泌することを、天然物化学的手法を用いて明らかにした。さら

に vestitol の生理作用を調べ、S. hermonthica の発芽に対する阻害効果は弱いものの、発芽し

た幼根の先端を褐変させ伸長を著しく阻害することを見出した。これにより、vestitol の分

泌はストライガに対するミヤコグサの防御応答と考えられた。一連の成果を取りまとめた

論文は 2010 年の当該掲載雑誌の論文賞に選ばれた。 
３）ストライガの宿主成分収奪機構の解明：  

S. hermonthica の宿主植物からの養水分収奪機構を明らかにするために、S. hermonthica と

ソルガム（品種 Dabar）をスーダン科学技術大学でポット栽培実験を行った。S. hermonthica

の呼吸速度は光合成速度に比べて高く、土壌乾燥による低下がほとんどなかったため、土

壌が乾燥するほど S. hermonthica はソルガムの同化産物への依存を高めると考えられた。こ

のことから、水分管理によりストライガ防除が可能であることの裏付けが得られた。また、
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ソルガムに比べ、S. hermonthica の蒸散速度、気孔抵抗および気孔開度に土壌乾燥の影響が

小さいことを見出した。さらに S. hermonthica はソルガムよりも効率的な光化学系を有して

いるにもかかわらず湿潤区のソルガムに比べ光合成速度が顕著に低かったことから、S. 

hermonthica の光合成速度は炭酸同化系が律速になっていることが分かった。成果を現在投

稿論文に取りまとめ中である。 

４）ストライガの光受容・応答の進化：  

S. hermonthica の赤色／遠赤色光受容体フィロクロム (phy) 遺伝子のクローニングを行っ

た。シロイヌナズナでは phyA ~ phyE の五つの分子種が知られているが、S. hermonthica か

らはこれらのうち phyA および phyB の分子種のクローニングに成功した。O. minor の 

cDNA からは S. hermonthica の phyB 遺伝子 ShPHYB のクローニングに用いた縮重プラ

イマーを用いた PCR を行っても、PHYB 相同遺伝子の増幅は確認出来なかった。一方、

ShPHYB の全長をプローブとしたサザンハイブリダイゼーションの結果、O. minor のゲノ

ム中には ShPHYB と相同性のある配列が少なくとも一コピー存在していることが明らか

になった。これらのことから、一般的な植物の中では構成的に発現している PHYB が O. 

minor 中では発現していない可能性が示唆された。光合成能の喪失と PHYB が発現してい

ないことの関係については今後の検討が必要である。 

さらに、ShPHYA と OmPHYA の配列比較によって、ShPHYA の N 末端側の光シグナル

伝達に関わるドメインについては光合成を行う植物種との配列類似性が高いことが明らか

になった。一方、C 末端側は OmPHYA との類似性が高く、寄生植物に共通の変化だと考

えられた。これらの配列変化と S. hermonthica と O. minor の地上部の光応答の差異（S. 

hermonthica は光合成を行う植物と類似の応答、O. minor は逆の応答をしめす）にはなんら

かの相関があることが予想出来た。これらの結果より、寄生植物は光シグナル伝達研究に

おいて進化的な変異体と考えることが出来、ゆえに極めて貴重な遺伝子資源であると結論

づけられた。また、光合成植物にはみられない寄生植物に共通の光応答の解明は寄生植物

に特徴的な生理応答の発見に繋がり、防除のための新たな標的を提示することが出来ると

考えられる。 

 

７－３ 若手研究者養成 

岡澤と Muranaka を代表とする国際共同研究「グローバルな食糧確保に貢献する寄生雑草

制御技術の開発」、Muranaka を代表とする「アフリカ半乾燥地帯における食料増産のための

ササゲ新品種の導入」が開始された。さらに、岡澤は、「寄生植物の光応答に関する生理生

化学的研究」に関して、植物化学調節学会奨励賞を受賞した。このように、2 名の若手研究

者を世界に輩出することに本事業は大いに貢献し、若手研究者養成の目的を十分に達成し

た。また、井上と山内もストライガの生理生態学的解析を進め、ストライガが高い光合成

活性を有することを見出すとともに、ストライガの気孔開閉応答が通常の植物とは異なる

ことを詳細な実験データに基づいて明らかにした。本事業の実施期間中には成果を公表す

るまでには至らなかったが、両名は SATREPS 事業にも参加しているのでさらなる知見を積
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み重ねたうえで、ストライガの生理生化学的理解に基づいた防除に応用しうる成果を公表

することが期待される。日本人学生についても、国際セミナーに参加するだけでなく運営

も担い、2 名の大学院生は研究成果を英語で講演した。本人たちには貴重な経験となり、他

の日本人学生には良い刺激となったと思われる。 

日本側だけでなく、スーダン側、ナイジェリア側の若手研究者に対しても、セミナーや

研修は日本側研究者との人間関係を構築するとともに国際化を促す一助となったと期待し

ている。その意味で、スーダンから受け入れた Hassan や Amani、IITA から受け入れた Adepoju

らが、日本との関係において目に見える活躍をしていないことは残念だが、今後も研究に

携わっていくであろう彼らに、本事業の活動を通して上質の刺激を与えることができたと

考えている。 

 

７－４ 社会貢献 

論文発表、学会発表等を通して情報を発信したほか、9 月に淡路夢舞台国際会議場で国際

セミナーを開催した。SUST、IITA、神戸大学、大阪大学、総合地球環境学研究所、鳥取大

学、理化学研究所、JICA、JST から、約 60 人の参加者を得て、有意義な情報交換と交流が

行われた。ホームページでも本事業の実施状況ならびに成果を公開している。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本事業で培った関係を新たな大型の国際的プロジェクトにつなげることができたため、

SUST とも IITA とも研究交流は活発化している。その意味で、短期的には、本事業終了後

の関係継続に懸念はない。しかしながら、交流を支えている実体は SUST、IITA、大阪大学、

神戸大学という機関ではなく、そこに所属する Babiker、Muranaka、岡澤、杉本らの個人で

ある。そのため、研究者の異動、退職等を考えると、長期的に機関と機関の関係を維持す

ることは容易ではない。その点で、相手国の若手研究者の養成に尽力し、かつ、彼らと日

本人研究者との交流を活性化することを大きな課題の一つと理解して事業を進めてきたが、

招聘した研究者がどの程度、所属機関を意識して研修に努め日本人研究者と交流してきた

かは確信できない。連携を継続し発展させるには、双方が機関として互いに魅力的であり

続けることが必要である。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数    ４本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ０本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの  ４本 

 

 

 



 7

８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

１）自殺発芽誘導剤の開発： 

天然より見出された発芽刺激物質ストライゴラクトンの構造に基づいて、類縁化合物を

多数、合成した。スーダン側から提供された S. hermonthica、ナイジェリア側から提供され

た S. gesnerioides および日本国内で採集した O. minor 種子に対する発芽刺激活性を評価した。

特筆すべきこととして、S. gesnerioides の特殊な発芽要求性を満たす合成類縁体の作出に世

界で初めて成功した。また、この化合物の特徴を解析した結果、従来、天然から見出され

た発芽刺激物質の推定構造に矛盾があることを見出した。IITA で育種された中から最も発

芽刺激物質生産性の高いササゲを選抜し、その水耕液から発芽刺激物物を単離して真の構

造を明らかにすることにも成功した。現象と材料と解析技術を提供し合って満足すべき成

果を得ることができた、国際共同研究の端的な成功例であると考えている。 

２）ストライガの宿主認識機構の解明： 

ライゾトロンを用いてモデル植物ミヤコグサを宿主として様々な根寄生植物に対する応

答を比較し明確な差を見出した。とりわけ、S. hermonthica の接触に対して顕著な拒絶応答

を示したので、その原因を代謝レベルで検討した。その結果、ミヤコグサは S. hermonthica

の接触に応答してマメ科植物特有の有毒物質 vestitol を生産・分泌することを見出した。さ

らに、vestitol が S. hermonthica の幼根の先端を褐変させ、伸長を著しく阻害することを見出

した。この研究を通してライゾトロンの有用性がスーダン側にもナイジェリア側にも認識

され、招聘した研究者に技術を伝授した。現在、SUST でも IITA でも、ライゾトロンを用

いて、宿主植物と寄生植物との相互作用の解析が行われている。 

３）ストライガの宿主成分収奪機構の解明：  

寄生関係にある S. hermonthica とソルガムの呼吸速度、光合成速度、蒸散速度、気孔抵抗、

気孔開度および光合成活性を異なる土壌水分条件下で測定した。その結果、土壌が乾燥す

るほど S. hermonthica はソルガムの同化産物への依存を高めると考えられる知見を得た。ま

た、ソルガムに比べ、S. hermonthica の蒸散速度、気孔抵抗および気孔開度に土壌乾燥の影

響が小さいことを見出した。これらから、水管理により S. hermonthica の被害を軽減できる

可能性が示された。個体レベルでの実験は日本では不可能なことから、本年度の実験も、

昨年度と同様にスーダン側の協力を得て行った。また、SATREPS 事業で各種測定装置が

SUST に導入されたため、日本側研究者がスーダン滞在中に各種測定装置の概念や使用法に

ついて SUST の研究者らに伝えた。これにより、SUST の研究者らが主導的にストライガの

生理生態学的研究を行えるようになった。 

４）ストライガの光受容・応答の進化：  

スーダン側より提供された S. hermonthica の PHYA および PHYB のクローニングを行

った。また，O. minor 由来の遺伝子との配列比較によって、寄生植物に特徴的な配列を光

応答の変化と関連づけられる可能性が示された。これらの情報は、寄生植物の進化と特殊

性を理解するために際めて重要である。また、これらを進化的な変異体と考えると、植物
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の普遍的な光応答の解明にも有用であると考えられる。また、ナイジェリア側とは共同研

究を継続させるため開始させた NEDO 産業技術助成事業（若手グラント）インターナショ

ナル分野「グローバルな食糧確保に貢献する寄生雑草制御技術の開発」を推進し、S. 

gesnerioides についてナイジェリアで同様の研究を行うための基盤を確立した。 

 

８－２ セミナー 

9 月 14－15 日に、SATREPS 事業とアジア・アフリカ学術基盤形成事業経費により、一泊

二日の合宿形式でセミナーを開催した。研究者、学生等が、アフリカを中心として食糧生

産に大きな害を与えている根寄生植物ストライガについて最新の情報を交換するとともに

討議した。IITA 研究者および大学院生は本事業の経費により、スーダン側および日本人研

究者ならびに学生は SATREPS 経費により参加した。他機関の研究者も自ら経費を負担して

参加した。日本人研究者により 6 題、IITA 研究者により 3 題、スーダン人研究者により 5

題の研究発表が行われ、予定の時間を超えて熱心に討論が続けられた。 

その成果として、ストライガの生活環制御に関し、分子・物質レベルで先導的な研究を

進めている日本側本事業参加者、ストライガ抵抗性作物育種に関して先導的な研究を進め

ている IITA 研究者、ストライガの被害に直面しており実践的な防除の取り組みを進めるス

ーダン側研究者が、お互いの有する経験・最新の知見等を交換し、将来の新たな共同研究

の可能性について議論することもできた。特筆すべきこととして、神戸大学の大学院生 2
名が英語で講演を行った。また、若手研究者に加えて大学院生・学生も質問の手を挙げ、

積極的にセミナーに参加した。一泊二日の合宿形式でセミナーを行うことで、研究結果に

関する討論だけでなく、新たな人間関係の構築や研究プロジェクトの立ち上げを目指した

意見交換等を行う十分な時間を共有できた。セミナーの統括は神戸大学の教員が行ったが、

運営の主体は大学院生・学生が担った。一連の活動を通じて、研究情報の交換、研究者の

交流に加えて、次世代の研究者を養成する目的も十分に達せられた。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 我が国で分布域を拡大しつつある根寄生雑草 O. minor を研究材料とするために 6 月に採

種旅行を行った。4 月と 9 月には、本事業と密接な関係にある鳥取大学および総合地球環境

学研究所と打ち合わせを行い、連携の強化を図った。さらに、発芽刺激物質研究を発展さ

せるために、9 月に水谷が理化学研究所を訪問してストライゴラクトンの新たな評価系の導

入に努めた。 
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９．平成２２年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

         

         派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

スーダン 

<人／人日> 

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0 

(11/116) 

0/0 

(0/0) 

0/0 

(11/116) 

実績 1/6 

(15/401) 

0/0 

(3/38) 

1/6 

(18/439) 

スーダン 

<人／人日> 

実施計画 0/0 

(10/150) 

 0/0 

(0/0) 

0/0 

(10/150) 

実績 0/0 

(4/123) 

0/0 

(0/0) 

0/0 

(4/123) 

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 

<人／人日> 

実施計画 5/63 0/0  5/63 

実績 6/71 0/0 6/71 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/63 

(10/150) 

0/0 

(11/116) 

0/0 

(0/0) 

5/63 

(21/266） 

実績 6/71 

(4/123) 

1/6 

(15/401) 

0/0 

(3/38) 

7/77 

(22/562) 

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

さい。 

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

さい。 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 28／56  ＜人／人日＞  20／39 ＜人／人日＞ 
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１０．平成２２年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成２０年度 研究終了年度 平成２２年度

研究課題名 （和文）スーダンにおけるストライガ防除法の構築 

（英文）Development of Striga control measures in Sudan 

日本側代表

者氏名・所

属・職 

（和文）杉本幸裕・神戸大学大学院農学研究科・教授 

（英文）Yukihiro Sugimoto・Graduate School of Agricultural Science,  

Kobe University・Professor 

相手国側代

表者氏名・所

属・職 

Abdel Gabar Eltayeb Babiker・Sudan University of Science and Technology・

Professor 

交流人数 

（※日本側予

算によらない

交流（相手国

予算による）

についても、

カッコ書きで

記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 スーダン  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0 

(11/116)

 0/0 

(11/116) 

実績 1/6 

(15/401)

 1/6 

(15/401) 

スーダン 

<人／人日> 

実施計画 0/0 

(5/115) 

  0/0 

(5/115) 

実績 0/0 

(2/111) 

 0/0 

(2/111) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 

(5/115) 

0/0 

(11/116)

 0/0 

(16/231) 

実績 0/0 

(2/111) 

1/6 

(15/401)

 1/6 

(17/512) 

② 国内での交流      0 人／  0 人日 
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２２年度の

研究交流 

活動 

 

１）自殺発芽誘導剤の開発 

様々なストライゴラクトンアナログをデザイン・合成し、SUST から提供

された S. hermonthica 種子に対する応答を評価した。 

２）ストライガの宿主認識機構の解明 

ミヤコグサは、非親和性の S. hermonthica の接触に応答してファイトアレ

キシン vestitol を生産・分泌することを見出した。一方、親和性の O. 
aegyptiaca の寄生に対しては、根粒共生に類似した応答を示した。 
３）ストライガの宿主成分収奪機構の解明 

S. hermonthica とソルガムを材料として SUST でポット栽培実験を行った。

土壌水分処理を行い、両者の上位完全展開葉の光合成速度、呼吸速度、葉内

CO2 濃度およびクロロフィル蛍光、表裏の蒸散速度・気孔抵抗・気孔密度・

気孔開度を測定した。 

４）ストライガの光受容・応答の進化 

S. hermonthica の赤色／遠赤色光受容体フィロクロム (phy) 遺伝子のクロ

ーニングを行い、 phyA および phyB の分子種のクローニングに成功した。

O. minor の cDNA からは S. hermonthica の phyB 遺伝子 ShPHYB のクロ

ーニングに用いた縮重プライマーを用いた PCR を行っても、PHYB 相同遺

伝子の増幅は確認出来なかった。一方、ShPHYB の全長をプローブとしたサ

ザンハイブリダイゼーションの結果、O. minor のゲノム中には ShPHYB と

相同性のある配列が少なくとも一コピー存在していることが明らかになっ

た。 

研究交流 

活動成果 

１）自殺発芽誘導剤の開発 

合成の容易さ、活性の強さ等から最も実用性が高いと考えられる自殺発芽

誘導剤を選定した。この化合物をポット試験に必要となる十分量を合成し、

より実践的レベルで有効性を検証する準備を進めた。 

２）ストライガの宿主認識機構の解明 

Vestitol は S. hermonthica の発芽に対する阻害作用は強くないものの、発芽

した幼根の先端を褐変させ、伸長を著しく阻害した。これにより、S. 

hermonthica に対してミヤコグサが示す防御応答の一端を見出した。 

３）ストライガの宿主成分収奪機構の解明 

S. hermonthica は効率的な光化学系を有しているものの、呼吸速度は光合成速

度に比べて高く、土壌乾燥による低下がほとんどなかったため、土壌が乾燥

するほど S. hermonthica はソルガムの同化産物への依存を高めると考えられ

た。さらに、S. hermonthica は葉の気孔数が多く、土壌乾燥条件下で葉の裏側

の気孔開度が高いために蒸散速度が高いことが S. hermonthica が宿主から養

水分を効率的に収奪できる一因と考えられた。これらの結果、潅水管理により

S. hermonthica の被害を軽減できる可能性が示唆された。 
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４）ストライガの光受容・応答の進化 

ゲノム中には相同性のある配列が少なくとも一コピー存在しているにも

かかわらず、一般的な植物とは異なり、O. minor 中では PHYB は発現してい

ない可能性が示唆された。 

日本側参加者数  

７ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

スーダン側参加者数 

５ 名 （１３－２ スーダン側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－２ 研究開始年度 平成２０年度 研究終了年度 平成２２年度

研究課題名 （和文）ナイジェリアにおけるストライガ防除法の構築 

（英文）Development of Striga control measures in Nigeria 

日本側代表

者氏名・所

属・職 

（和文）杉本幸裕・神戸大学大学院農学研究科・教授 

（英文）Yukihiro Sugimoto・Graduate School of Agricultural Science,  

Kobe University・Professor 

相手国側代

表者氏名・所

属・職 

Satoru Muranaka ・International Institute of Tropical Agriculture ・Research Leader

交流人数 

（※日本側予

算によらない

交流（相手国

予算による）

についても、

カッコ書きで

記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 ナイジェリア  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0  0/0 

実績 0/0 

(3/38) 

 0/0 

(3/38) 

ナイジェリア 

<人／人日> 

実施計画 2/31   2/31 

実績 3/39  3/39 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/28 0/0  2/28 

実績 3/39 0/0 

(3/38) 

 3/39 

(3/38) 

② 国内での交流       ０人／０人日 

２２年度の

研究交流活

動 

 

１）自殺発芽誘導剤の開発 

IITA から遺伝資源の提供を受け、最も発芽刺激物質生産性の高いササゲと

最も発芽刺激物質応答性の高い S. gesnerioides の組み合わせを選抜した。こ

れを用いて発芽刺激物質の精製・単離・構造決定を行った。並行して天然物

の構造に関する知見に基づき、類縁体を合成し、発芽刺激活性の評価を行っ

た。 

２）ストライガの宿主認識機構の解明、３）ストライガの宿主成分収奪機構

の解明及び４）ストライガの光受容・応答の進化に関する研究は、スーダン

を相手国とする S. hermonthica を実験対象として実施したため、ナイジェリ

アを相手国とし、S. gesnerioides を実験対象とする R-2 としては行わなかっ

た。 
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研究交流活

動成果 

自殺発芽誘導剤の開発 

世界で初めて、S. gesnerioides の発芽を誘導する化合物の合成に成功した。

一連の研究により、S. gesnerioides が他の根寄生雑草種子には認められない厳

密な立体化学要求性を示すことを明らかにした。この特徴と、従来、天然か

ら見出された S. gesnerioides 発芽刺激物質の推定構造に矛盾点を見出したた

め詳細に解析し直した結果、天然物の真の構造を明らかにした。 

日本側参加者数  

７ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

ナイジェリア側参加者数 

３ 名 （１３－２ ナイジェリア側参加研究者リストを参照）
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）SATREPS-JSPS アジア・アフリカ学術基盤形成事業合同

セミナー「アフリカにおける食糧安全を脅かすストライガ」

（英文）SATREPS-JSPS AA Science Platform Program joint seminar 

on Striga spp., the food security scourge in Africa 
開催時期 平成２２年９月１４日 ～ 平成２２年９月１５日（２日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、淡路市、淡路夢舞台国際会議場 
（英文）Awaji Yumebutai International Conference Center, 

Awaji, Japan 
日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文） 杉本 幸裕・神戸大学大学院農学研究科・教授 
（英文）Yukihiro Sugimoto, Graduate School of Agricultural Science, 

Kobe University・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（日本） 

日本 
<人/人日> 

A. １６／３２

B. 
C. ７／１３

ナイジェリア 
<人/人日> 

A. ３／３２

B. 
C. 

スーダン 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. ２／１２

合計 
<人/人日> 

A. １９／６４

B. 
C. １５／６１

A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー 
開催の目的 

SATREPS 事業とアジア・アフリカ学術基盤形成事業の共催で、ストライガ

の生活環制御に関する研究を進めている日本側本事業参加者、IITA 研究者、

スーダン側研究者が、経験・最新の知見等を交換する。研究結果に関する討

論だけでなく、新たな人間関係の構築や研究プロジェクトの立ち上げを目指

した意見交換等も行う。若手研究者や学生には、国際共同研究の楽しさ、緊

張感、文化的背景を異にする研究者間の連携の在り方等を学ぶ機会とする。

一連の活動を通して、次世代さらにはその次の世代の国際共同研究を担う人

材の育成を図る。 
セミナーの

成果 
 ストライガの生活環制御に関し、分子・物質レベルで先導的な研究を進め

ている日本側本事業参加者、ストライガ抵抗性作物育種に関して先導的な研

究を進めている IITA 研究者、ストライガの被害に直面しており実践的な防

除の取り組みを進めるスーダン側研究者が、経験・最新の知見等を交換した。

神戸大学の大学院生 2 名も英語で講演した。淡路夢舞台国際会議場および併

設されている宿泊施設で一泊二日の合宿形式でセミナーを行うことで、研究

結果に関する討論だけでなく、新たな人間関係の構築や研究プロジェクトの

立ち上げを目指した意見交換等を行う十分な時間を共有できた。セミナーの

統括は神戸大学の教員が行ったが、運営の主体は大学院生・学生が担った。

若手研究者に加えて大学院生・学生も質問の手を挙げ、積極的にセミナーに

参加した。研究情報の交換、研究者の交流に加えて、次世代の研究者を養成

する目的も十分に達せられた。 

セミナーの

運営組織 
実施責任者  杉本幸裕（神戸大） 
庶務     山内靖雄（神戸大） 
会計        水谷正治 （神戸大） 
レセプション  本並宜子・野村早紀（神戸大） 

会場     井上共生・宅間悠紀・中安大（神戸大） 

資料作成   河野雄太・姜法雄（神戸大） 
開催 
経費 
分担 
内容と

金額 

日本側 内容 IITA 研究者招聘旅費（1,354,774）AA 事業 
   日本人研究者参加費（195,160）AA 事業 
   日本人研究者参加費（195,560）SATREPS 事業 
   スーダン人研究者招聘旅費（1,270,000）SATREPS 事業

通信費（6,050）AA 事業経費負担 
消耗品費（36,936）AA 事業経費負担 
会議費（12,000）AA 事業 
会議費（78,000）SATREPS 事業 
会場費（84,300）SATREPS 事業 
アルバイト謝金（71,547）AA 事業 

相手国  0 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

 

<人／人日>

 

<人／人日>

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  ／ ／ ０／０ 

実績 ／ ／ ０／０ 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 ０／０ ／ ／ ０／０ 

実績 ０／０ ／ ／ ０／０ 

②  国内での交流       ４人／７人日 

 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

鳥取大学・プロ

ジェクト研究

員・井上知恵 

神戸大学 

大学院 

農学研究科 

H22.4.27～ 

H22.4.28 

AA 事業に係わる現地栽培試験条件の打

ち合わせのため 

神戸大学・ 

教授・杉本幸裕 

栃木県・渡良

瀬川遊水池 

H22.6.26 実験植物材料採集のため 

神戸大学・ 

教授・杉本幸裕 

総合地球環

境学研究所 

H22.9.20 スーダンにおける難防除性植物管理に

関する情報交換のため 

神戸大学・ 

准教授・ 

水谷正治 

理化学研究

所 

H22.9.30～ 

H22.10.1 

AA 事業に関するストリゴラクトン化合

物のアッセイ方法についての講習を受

講した。 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 １，０８５，２４０ うち利息０円 

外国旅費 ２，３６４，６６０  

謝金 ７１，５４７  

備品・消耗品購入費 １，２９７，８２９  

その他経費 ５８，００８  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

１２２，７１６  

計 ５，０００，０００  

委託手数料 ５００，０００  

合  計 ５，５００，０００  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 ８９，６９２ ３／８ 

第２四半期 ７６５，８７８ ２２／８９ 

第３四半期 ３，０８７，０６１ １／６ 

第４四半期 １，０５７，３６９ １／１３ 

計 ５，０００，０００ ２７／１１６ 

 


