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アジア・アフリカ学術基盤形成事業  

平成 20 年度事後評価 （実施報告書） 

 
１．概要 

研究交流課題名 
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 

日本側拠点機関名 国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 

コーディネーター

所属・職・氏名 
バイオサイエンス研究科・教授・横田明穂 

相手国（地域）側 

国 名 拠点機関名 コーディネーター所属・職・氏名 

ボ ツ ワ

ナ 共 和

国 

ボツワナ共和国農務省

農業研究部 

農業研究部・部長・セジャ ガセノン マ

ファニャン 

 

２．研究交流目標 

 申請時に計画した目標とその達成度について記入してください。 

○申請時の研究交流目標 

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研究」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。この共同研究交流は、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基盤を強化することを意図したものである。

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、

日本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および生理レベルで比較し、野生スイカが極限環

境に耐えるための真の分子機構を明らかにすること。さらにこれらの研究を通して、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および他のウ

リ科植物始め多くの資源野生植物の系統化のための方法論を確立することを目標とした。 

○目標に対する達成度 

■研究交流目標は十分に達成された。 

 □研究交流目標は概ね達成された。 

□研究交流目標はある程度達成された。 

□研究交流目標はほとんど達成されなかった。 

【理由】 

ボツワナ共和国は、乾燥強光ストレス耐性に驚異的に優れる野生植物資源の宝庫であるのにもかかわら

ず、本共同研究交流が開始される以前のボツワナ共和国農務省においては、その野生植物資源を系統的

に分類する科学的手法の確立はほとんど行われておらず、またそれら野生植物の自然条件下における分

子生理挙動を有していなかった。本共同研究交流により、ボツワナ共和国農務省の若手研究者を中心に、

遺伝子単離技術、光合成測定技術、分子系統樹解析技術など、有用植物遺伝子資源の環境応答分子機構

を解明するための科学理論と技術の習得が飛躍的に向上した。また、相互訪問によるアフリカ・日本研

究者間の新しい交流が本共同研究により開始されており、本事業の研究交流目標が十分に達成されたと

判断された。 

【公 表】 
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３．研究交流活動の成果 

これまでの交流を通じての成果を「学術的側面」「若手研究者の養成」及び「継続的な研究教育拠点の構築」の観

点から記入してください。また、活動成果から発生した波及効果がある場合には記入してください。 

○学術的側面 

資源野生植物の系統化のための方法論確立のモデルとして、本共同研究ではカラハリ砂漠に自生する

野生種キュウリ Acanthosicyos (Gemsbok cucumber)に注目した。このゲノム DNA を PCR 法により増

幅し、その塩基配列および進化系統関係を解析した結果、これまでの定説に反して、Acanthosicyos

がキュウリよりもむしろ現在の栽培種スイカに進化的に近く、スイカとキュウリとの進化的分岐を

反映している野生植物である可能性が示唆された。また、カラハリ砂漠現地環境における野生種ス

イカの分子挙動を、プロテオーム手法により解析した。その結果、野生種スイカの根組織および派

組織において、他の一般植物では観測されなかった新規なタンパク質発現パターンが観察され、過

酷な環境下における防御遺伝子応答について野生植物に独特なデータを取得することに成功した。

○若手研究者の養成 

本事業では、ボツワナ若手研究者を毎年日本に招聘し、遺伝子科学研究者を養成するための遺伝

子解析実験実技講習を奈良先端大において開催し、3ヵ年でのべ 11 人のボツワナ若手研究者に対し

てトレーニングを行なった。最終年度となる H19 年度では、ボツワナ共和国農務省研究部において

新規雇用された Charles Mazereku 氏および Chiyapo Gwafila を新たに加えた。滞在期間中は、特に

比較ゲノム解析およびプロテオーム解析に従事し、実質的な研究データを入手するノウハウについ

て実務経験をつんだ。彼らは当国研究所における中核的若手研究者であり、既に彼らから更に他の

ボツワナ若手研究者への技術及び理論伝播の営みが開始されており、今後さらなる研究者養成が期

待される。 

○アジア・アフリカ地域における継続的な研究教育拠点の構築 

本事業において、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、本事業予算により導

入した遺伝子断片の可視化装置を用い、本事業により派遣された日本側研究者が、ボツワナ若手研

究者に対して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、本年度に

ついては日本人若手研究者 1 名、本事業の 3 ヵ年で合計三名の日本人若手研究者が、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うことで、研究手法のノウハ

ウを実技指導した。これらアジア・アフリカ学術基盤形成事業の 3 ヵ年に渡る共同研究および技術

指導、情報交換の結果、ボツワナ共和国の若手研究者を中心に最新の遺伝子解析技術への習熟が進

展した。 

○成果の波及効果 

カラハリ砂漠には 300 種を超える野生種のスイカが自生しており、その遺伝的多様性が非常に豊富で

ある。ボツワナ共和国農務省研究部はこれらスイカ原種を多数保管しており、その産業的応用が期待さ

れていた。本事業において日本側研究者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。また本事業によりスイカ原種の分子系統関

係を解析する研究が進展した。これらの過程で、それらスイカ原種資源を用いた機能性飲料の開発を共

同で進める話し合いがまとまった。現在、飲料生産に用いる品種選別の段階であり、カラハリ砂漠が有

する野生植物資源を産業化する第一弾として始動する予定である。 
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４．研究交流活動の実施状況 

３カ年の交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」ごとに、交流人数・交流相手国・概略を記

入してください。 

○共同研究  

延べ交流人数： ５０人 延べ交流日数：６１０日（１８人／１９０人日重複） 

  交流相手国：  ボツワナ共和国                

 【概要】 

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。 

○セミナー  

延べ開催回数：  ３回、延べ交流人数： ２１人（１４人共同研究と重複） 

  交流相手国：  ボツワナ共和国                           

【概要】 

両国研究者による公開合同セミナーは合計３回行われた。初年度はボツワナ共和国首都ハボロネ郊外

のボツワナ共和国農業大学校において行われ、光合成や植物二次代謝、ゲノム工学、植物代謝工学など

諸分野におけるポストゲノム研究について講演を行なった。また次年度はボツワナ共和国から研究者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。最終年度のセミナーでは、アフリカ諸国の将来性及び問題点を総括し

て、より総合的な議論に発展させるとともに、本共同研究を次のステージに進めるための足がかり

を築くことを目指し、アフリカを対象とした他の事業(神戸大学―スーダン間共同研究(JSPS)、およ

び理化学研究所―南アフリカ共和国間共同研究(JST))と合同シンポジウム「Toward advanced use of 

African resources in plant science」を共同開催した。セミナーは横浜市の理化学研究所植物研

究所において行なわれ、３つのセクションに分かれて１５題の発表が行なわれた。 

○研究者交流  

延べ交流人数： １６人 延べ交流日数： ６３日（１１人／０人日共同研究と重複） 

  交流相手国：  ボツワナ共和国                           

 【概要】 

ボツワナ共和国と日本における農業環境分野の研究教育関係者との人的交流を促進するため、ボ

ツワナ共和国の農務省研究部および農業大学より研究者を招き、つくば市に本拠を構える農業生物

資源研究所および作物研究所において交流会を開催した。農業生物資源研究所では、イネ科植物な

ど日本が所有する植物遺伝資源保管施設を見学し、その担当者を交えて、植物遺伝資源の系統化等

について様々な情報交換が交わされた。また作物研究所では、遺伝子組換え植物の普及等に関して、

活発な意見交換が行なわれた。この他にも、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、萩原農場株式会社、奈良県農業総合センター、高原振興センターにおいてボツワナ共和国

と日本の研究者の研究者交流を行った。 
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５．事業の実施体制 

 本事業における、日本側拠点機関の実施体制、相手国拠点機関との協力体制、事務支援体制、事業終了後の活

動状況等について記入してください。 

○日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

  

 本事業は国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学を拠点機関とし、本事業のグローバルデザイン

を策定するのみならず、共同研究実験の実質的主要部隊として、また研究者交流及びセミナー開催

の主体として機能した。また国内協力機関のうち、株式会社萩原農場生産研究所および奈良県農業

センターは、ボツワナ若手研究者の受け入れや、日本人若手研究者のボツワナへの派遣において大

きな人的貢献を果たした。さらに、岡山大学大学院自然科学研究科および独立行政法人農業・食品

産業技術総合研究機構野菜茶業研究所からは、共同研究における実験デザインやデータ解析におい

て専門的な助言を得ることができた。 

 

○相手国協力機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

 

 相手国側協力機関の主体であるボツワナ農務省農業研究部は、ボツワナ共和国における農学研究の

中心的な存在であり、その研究部長であるセジャ・ガセノン・マファニャン氏を中心に、ボツワナ

共和国側との研究交流ネットワーク構築を積極的に推進した。また、ボツワナ農業大学は上述のボ

ツワナ農務省農業研究部とも緊密な共同研究関係にあり、同大学作物生産学科のパール・レバタ氏

を主軸に、ボツワナ農業大学の研究者と日本人研究者との交流が進展した。 

 

○日本側拠点機関の事務体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等） 

 

日本側拠点機関の諸事務は、奈良先端科学技術大学院大学の教育研究支援部研究協力課研究企画

係が中心となり、本事業の研究代表者および拠点機関研究協力者、国内参画機関研究協力者、さら

にボツワナ共和国側協力機関と緊密な連絡を取りながら運営された。またボツワナ共和国研究者と

の研究交流に際しては、駐日本ボツワナ大使館、JICA ボツワナ事務所、駐南アフリカ日本大使館と

連絡をとり、相手国への滞在に際して情報提供等の支援を頂いた。 

 

○事業終了後の拠点機関としての活動状況 

 

 拠点機関である奈良先端科学技術大学院大学と、相手国側協力機関であるボツワナ共和国農務省農

業研究部との共同研究交流は、本事業が終了した後も活動進展している。奈良先端科学技術大学院

大学とボツワナ共和国農務省農業研究部との共同研究を盛り込んだ新規課題「高生産性エネルギー環

境植物の分子育種」が、科学技術振興調整費の国際共同研究の推進（１）先端技術創出国際共同研究に

採択され、本年度より実質的な研究活動が始動している。本年度の後半にも、若手研究者を含む多

数のボツワナ農務省関係者が日本に来訪する予定であり、研究交流活動が活性化している。 
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６．この課題に関連した主な発表論文名・著者名 

コーディネーターあるいは参加研究者が実施期間中に既に発表した、この交流の成果となる主な論文等を記載して

ください。コーディネーター・参加研究者の氏名にはアンダーラインを付してください。また、相手国の参加研究者との

共著論文には、文頭の番号に○印を付してください。 
 

Ⅰ．学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済み及び採録決定済のものに限り、査読中・投稿中のものは除く。 

１ 

著者名 Yoshimura, K., Masuda, A., Kuwano, M., Yokota, A. and Akashi, K. 

題 名 
Programmed proteome response for drought avoidance/tolerance in the root of a 

C3 xerophyte (wild watermelon) under water deficits. 
掲載誌名 Plant Cell Physiol. 

発行所 Oxford University Press 巻号 49 頁 226～241 発行年 2008 年 査読 有 

２ 

著者名 Yokota A, Takahara K, and Akashi K 

題 名 Water Stress 掲載誌名

Physiology and Molecular Biology 

of Stress Tolerance in Plants. In: 

Madhava Rao K.V., Raghavendra 

A.S. and Kanardhan Reddy K. 

(eds) 

発行所 Springer 巻号  頁 15～39 発行年 2006 年 査読 無 

 

 

 

 

Ⅱ．国際会議における発表 

 ・著者（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、論文等の番

号、月・年を記載すること。発表者に○印を付すこと。 

 ・口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載すること 

１ 

著者名 Akashi, K. 

題 名 
Molecular studies on the Kalahari wild plant 
resources through post-genomic approaches. 

口頭 査読 無 

学会名 

JSPS/JST International 
Symposium: Toward 

advanced use of African 
resources in plant science.

場所
Yokohama, 

Japan 
番号  

 

11 月 2007 年 

２ 

著者名 Akashi, K. 

題 名 
Molecular mechanisms for drought tolerance in the 

wild watermelon from the Kalahari Desert. 
口頭 査読 無 

学会名 

JSPS Colloquium on 
Frontiers of Plant 
Biotechnology. 

場所
Stockholm.  

Sweden 

番号  10 月 2007 年 

３ 

著者名 Kohzuma, K., Akashi, K., Munekage, Y., Sanda, S., Hisabori, T. and Yokota, A. 

題 名 
Preferential decay of the CF1-ε subunit induces 
thylakoid uncoupling in wild watermelon under 

ポスター 査読 無 
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drought stress. 

学会名 
14th International Congress 

of Photosynthesis. 
場所 Glasgow, UK 番号  7 月 2007 年 

４ 

著者名 Sanda, S., Yoshida, K., Nakajima Munekage, Y., Akashi, K. and Yokota, A. 
題 名  ポスター 査読 無 

学会名 
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