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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１７年度 実施報告書 

 
 
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１７年９月１日 ～ 平成１８年３月３１日 
 
４．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。 
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５．実施組織 
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：研究協力部研究協力課 
 
 
 
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 
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６．平成１７年度の研究交流実績の概要 
 
６－１ 共同研究  

平成 17年 9月にボツワナ共和国側コーディネーターおよび若手研究者 1名を日本に招聘
し、3年間の本事業と共同研究スケジュールの確認と、実施案の詳細について議論した。次
いで同年 11月に日本側研究者 5名がボツワナを訪れ、本事業の両国にとっての将来構想に
ついて議論した。更に、同年 11月から 12月にかけての 2週間、ボツワナ共和国側の若手
研究者 4 名を日本に招聘し、ポストゲノム研究に必要な理論及び実験技術の講習コースを
行なった。さらに、平成 18年 1月から 2月にかけての 43日間、日本の若手研究者 2名を
ボツワナに派遣し、現地での共同研究実験体制の構築、現地カラハリ砂漠環境における植

物栽培基礎データの取得と、遺伝子及びタンパク質の発現解析用のサンプル調整を行なっ

た。 
カラハリ砂漠における野生植物の適応機構を理解し、また未開拓遺伝資源を発掘するた

めに、野生植物の生態・生理的動態の調査と、野生植物のストレス耐性を担う遺伝子及び

タンパク質を解析する実験環境の整備を行なった。今年度は、合計 4 回の交流を通じて、

ボツワナ側の若手研究者に対して、植物生理・植物遺伝学および分子生物学の導入および

応用講義を行なうと共に、蒸散速度・土壌水分含量などの植物生理パラメーターの測定法、

タンパク質・核酸・代謝産物などの生化学・分子生物学実験の実践コースを繰り返し行い、

理論と実技訓練を実施した。また日本側研究者による合計 2 回のボツワナ訪問期間を通じ

て、ボツワナ共和国内の現場における実験環境を整備すると共に、実際に野生のスイカを

用いた生理パラメーターの測定と、タンパク質の発現解析用のサンプル調整、野生植物の

系統分類のための PCR 実験を行なった。タンパク質サンプルについては既に日本に空輸さ

れており、次年度においてプロテオーム手法により解析する予定である。 

 

６－２ セミナー 

 平成 17 年 11 月に、奈良先端科学技術大学院大学から、教授 4 名及び助手 1 名がボツワ

ナ共和国を訪れ、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、

国際シンポジウム International Symposium of Plant Biology and Biotechnology (JSPS 
AA Science Platform Program)を開催した。対象はボツワナ共和国農業研究部研究員、ボ
ツワナ農業大学教員であり、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。同セミナーにおいて、カラハリ砂

漠に自生する有用野生植物に関する情報交換と、分子生物学的アプローチによる資源利用

に向けた具体的な戦略議論を行なった。 
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７．平成１７年度の研究交流の成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 

 ボツワナ共和国農務省研究所において、植物の遺伝子・タンパク質を分子レベルで解

析する実験系はこれまで皆無であった。そこで本年度は、農務省研究所内に、本共同研

究のための専用実験室を新たに設け、実験に必要な機材・試薬の搬入と設置作業を行な

った。更に、消耗品の購入・入手ルートを開拓すると共に、機材・試薬の使用法を現地

にて実演・訓練した。これに対してボツワナ共和国側からは、カラハリ砂漠から採取さ

れた 3種の野生スイカ種子が新たに提供され、植物検疫を経て日本国内への空輸が完了

した。これら新たな生物資源は、今後、日本国内の人工気象装置内にて、生理・生化学・

分子生物学的解析を行なう予定である。 

また、ボツワナの野生植物に関する情報を収集し、ボツワナ国内でのポストゲノム研

究を推進するための一助として、ボツワナ国内で活動する植物研究者との接触および議

論を重点的に行なった。また同ボツワナ農業大学の Mr Samodimo Ngwako は、カウピーの

育種を手がけており、PCR 法の導入による育種過程の効率化に大変な興味を寄せている。更

に、ハボロネ市郊外を拠点とする NGO 組織 Veld Products 所長の Douglas Thamage は、ボ

ツワナ共和国に散在する野生植物を収集しその有効利用を図ることで、農村発展をサポー

トするべく活動しており、国内の農家等に広い人的ネットワークを有している。これらの

人々との交流は、カラハリ砂漠の野生植物のポストゲノム解析を展開していく上で、大い

に助けになると期待される。今後もボツワナ側との人脈形成を重視し、研究体制の効率化

を図る予定である。 

 

７－２ 学術面の成果 

 
 ボツワナ共和国はその国土の大半が年間降水量 250-500 mm程度の乾燥地であるが、豊
富な種類の植物種が見られ、特に雑穀類やウリ科植物の原種が多数見出される。そこで本

共同研究では、ほとんど手付かずのカラハリ砂漠野生植物資源を対象に、その系統化と環

境ストレス耐性因子の探索に着手した。平成 18年 2月に行なわれた日本側研究員のボツワ
ナ派遣期間中に、カラハリ砂漠周辺のウリ科植物の DNAサンプルの収集を開始した。その
結果、PCR法の一種である RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA)法により、
野生ウリ科植物間の系統分離に成功した。ウリ科植物は 119 属 825 種が報告されており、
その 7 割がカラハリ砂漠周辺に見出されるが、それらの系統関係については全く未解明で
ある。今後 RAPD 解析をボツワナで展開することにより、野生スイカを含むウリ科植物の
進化についての理解が進み、またウリ科植物の育種効率が飛躍的に向上することが期待さ

れる。 
 



 5

７－３ 若手研究者養成 

 

ボツワナ共和国農務省の研究者養成にあたっては、将来研究所の中核を担う若手 4名

に対して、DNA/タンパク質科学を中心とした分子生物学の理論と実践指導を集中的に行

なった。まず平成 17 年 11 月に 4人を奈良先端科学技術大学院大学に招聘し、タンパク

質および核酸化学、植物遺伝学・植物生理学および分子生物学の導入コース、生化学及

び分子生物学実験の初歩コースを行なった。次いで、平成 18 年 1 月から 2月にかけて、

日本の研究者合計 2 名がボツワナに 54 日間滞在し、実際の野生植物サンプルの採取方

法や、DNA・タンパク質の抽出方法、PCR や SDS/PAGE ゲル電気泳動による DNA・タンパ

ク質の分析方法などの実技実験を、ボツワナ共和国若手研究者４名に対し実技指導した。

これらの指導により、現在 4名のボツワナ若手研究者たちは、DNA およびタンパク質を

用いた実験について確実な操作を習得している。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 

 

 平成 17 年 11 月に日本側研究者 5 名がボツワナ共和国を訪問した際、ボツワナ農務省本

庁を表敬訪問し、Permanent Secretary (事務次官)の Mr Mathias Chakalisa 氏と面会した。

Chakalisa 氏からは、野生植物資源の国際共同研究というユニークな新規事業に対して歓迎

の意が表され、また、ボツワナの若手研究者に対する教育研究効果について、強い関心と

期待をこめていただいた。本共同研究は、日本国内で読売新聞等メディアにおいて紹介さ

れたほか、ボツワナ国内でもラジオニュースで紹介されている。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 

実験に必要な物資をボツワナ国内で入手することは必ずしも容易ではなく、しばしば研

究進展の妨げとなっている。これら物資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 
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８．平成１７年度における総交流人数・人日数 
（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 

ボツワナ

共和国 
   合計 

実施計画 0/0 6/97    6/97 日本 

実績 0/0 7/91     7/91  

実施計画 7/87    7/87 ボツワナ共

和国 実績 6/86 

 

   6/86 

実施計画       

実績   

 

   

実施計画       

実績    

 

  

実施計画       

実績     

 

 

実施計画 7/87 6/97    合計 

実績 6/86 7/91     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


