
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９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 

 

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．開始年度 

  平成１７年度（3年目） 

 

４．交流実施期間（業務委託期間） 

  平成１９年 4月 1日 ～ 平成２０年 ３月３１日 

 

５．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 
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 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 

（和文）農業研究部・部長・セジャ ガセノン マファニャン 

 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 リサーチ アンド デヴェロップメント 

       

 

６．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、研究成果を世界の科学者に公開する。 
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 

７－１ 共同研究 

 

 カラハリ砂漠は、強光・乾燥・高温などの厳しい環境ストレスに対して優れた耐性を

示す野生植物の宝庫であるが、それら植物遺伝子資源の系統化および産業利用への基盤

形成が遅れていた。本年度の共同研究では、野生ウリ科植物の進化系統関係を明らかに

し、これら植物遺伝子資源のカタログ化を図る目的で、カラハリ砂漠の各所から採種さ

れた野生種キュウリ Acanthosicyos (Gemsbok cucumber)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。その結果、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。 

 

７－２ セミナー 

 

 今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。セミナーには 80 名あまりの研究者及び行政担当者が参加し、

ボツワナをはじめとするアフリカ諸国、ならびに日本の研究者より、アフリカ植物遺伝

資源の潜在的価値および資源利用の試みと、アフリカ農業の現状が紹介され、参加した

有識者と共に活発な議論が展開された。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

 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 6 名の研究者を招き、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。 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 

 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 

 アフリカはその大陸に広く砂漠・半砂漠地帯が展開し、農業生産を大きく律速してい

る。南回帰線上に位置するボツワナ共和国は、国土の大半が年間降水量 250-500 mm 程

度の乾燥気候であるが、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。特に、同砂漠地帯に自生する野生種スイ

カは、環境ストレスに対して非常に強く、一般作物を分子育種していく上で魅力的な遺

伝子資源である。そこで本事業は、(1) 未だ学術的に記述されていない野生スイカ原種

のゲノム DNA 配列を解析することにより、それら植物遺伝子資源のカタログ化を推進す

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み

つつある。カラハリ砂漠の野生植物資源の発掘と系統化は、ボツワナ共和国農務省研究

部においても主要な研究目標である。ボツワナ共和国農務省において、野生植物の遺伝

子資源センターを新たに設立することが既に予算化されており、植物遺伝子の本格的な

解析にむけ、研究設備の計画策定作業が開始している。また本年度は、遺伝子資源セン

ターの中核的技術となる塩基配列解読実験設備に際し、本共同研究の日本側参加者がそ

の大型解析機器の選定等についてアドバイスを行なっており、研究協力体制の構築はさ

らに発展している。 

 

８－２ 学術面の成果 

 

 カラハリ砂漠地域は野生ウリ科の揺籃地として知られており、スイカ、キュウリ、メ

ロン等の中間種と推測される野生植物資源が数多く知られている。これらの野生植物資

源は環境ストレス耐性が概して高く、分子育種による作物生産性増強の遺伝子資源とし
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て期待される。またスイカ品種資源については、seed-type, cooking-type, fruit-type

など、形態・生育特性・食味などが多様であり、農業育種への応用が高く期待される。し

かしながら、これらの野生植物群の科学的分類は不明瞭で、学術的に記載されていない

種も多い。そこで、環境ストレス耐性が極度に強い野生種キュウリ Acanthosicyos 

(Gemsbok cucumber)をモデルに、この種の進化系統関係を解析することとした。ＰＣＲ

法とシーケンス法を用いて、野生種キュウリ Acanthosicyos (Gemsbok cucumber)、栽

培種キュウリ、スイカ、メロン、カボチャの染色体ＤＮＡを解析した。その結果、

Acanthosicyos がスイカに類縁であり、進化上は極めて最近に分岐したことを示す分子

系統データを得ることができた。ウリ科の進化はこれまで謎が多かったが、本共同研究

によりその進化と栽培化の歴史を考える上で貴重な学術データを取得することとなっ

た。さらに本事業において、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、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と、機能解析を行なっており、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。 

 

８－３ 若手研究者養成 

 

 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。本年度の滞在期間中は、特に上記 8-2 で記した比較ゲノム解

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。 

 

８－４ 社会貢献 

 

 ボツワナ共和国に展開するカラハリ砂漠は、スイカが地球上に誕生した起源地とされて

おり、現在でもスイカの原種が数百種存在するが、その産業利用や先進国への紹介は進ん
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でいなかった。ボツワナ共和国農務省研究部はスイカ原種を多数保管しているが、今回の

交流の過程で、そこで本事業では、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。さらに昨年度および今年度の訪問では、ボツワナ側研究

者と日本側研究者が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うと共に、カラハリ砂漠現地農業セ

ンターのスタッフと今後の研究方向について意見交換を行った。これらの活動の結果、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。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 

 現地アフリカ・ボツワナ共和国における遺伝子研究拠点形成は端緒についたばかりであ

る。今後、アフリカ大陸が有する有用遺伝子資源を収集し、未来の人類社会に資するよう

に系統化していくためには、遺伝子解析に秀でた日本の研究者による技術指導と交流が重

要であろう。また研究の発展に際しては、必要な研究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

手する物流システムを構築する必要がある。 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数   ０ 本 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 

９－１ 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

共和国 
   合計 

日本 
実施計画  6/54    6/54 

実績 5/62    5/62 

ボツワナ 

共和国 

実施計画 4/72     4/72 

実績 6/114    6/114 

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

合計 実施計画 4/72 6/54    10/126 

実績 6/114 5/62    11/176 

 

※ 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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  14／42  （人／人日）   7／21  （人／人日） 

 

 

 

 

 

 


