
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１年度 実施報告書 

 
 
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 
（ﾅｲｼﾞｪﾘｱ）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:// ealfor.ans.kobe-u.ac.jp/AA/                    
 
３．開始年度 

平成２０年度（ ２ 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 
（２） 国 （地域）名：ナイジェリア 
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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２１年度研究交流目標 
平成 20 年度の交流で、スーダン、ナイジェリア両国の研究者から、寄生初期過程におけ

る宿主植物と根寄生植物の関係を簡便に観察できる装置、ライゾトロンの作成ならびにそ

れを用いた実験技術の移転を強く求められた。これに応えて、5 月にはナイジェリア側参加

研究者である Dr. Boukar と Dr. Muranaka を 2 週間招聘する。また、この機会に両名はつく

ばの国際農林水産業研究センターおよび農業生物資源研究所を訪問し、主要な研究対象で

あり S. gesnerioides の宿主植物でもあるササゲに関する情報収集も行う予定である。神戸で

は、ナイジェリア側コーディネーターの Dr. Muranaka と共同研究の方向性の調整も行う。

スーダンからは、11 月～12 月に Dr. Hassan を招聘して、同じく、ライゾトロン技術の移転

を行う。Dr. Hassanにとって、長期にわたり他国で研究に従事する初めての機会となる。SUST
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の Prof. Babiker は本事業を通したスーダン側若手研究者の育成を強く希望しており、本招聘

はそれに応えることにもなる。滞在中に日本側の対応の主体となる山内にとっても、国際

性を涵養する絶好の機会となる。 

当初掲げた研究交流目標 4 課題について、内容を一部修正しながら共同研究を推進して

いく。課題１の発芽刺激物質に関してはスーダン産の S. hermonthica とナイジェリア産の S. 

gesnerioides に日本産の Orobanche minor を加えて応答性を比較することで、構造と活性の関

係の理解を深めていきつつ、応用に向けて化合物の最適化を進める。課題２の養水分収奪

機構の解析に関しては、引き続きスーダンで S. hermonthica とソルガムの関係について知見

を積み上げていく。課題３の宿主認識機構、課題４の光応答についても、基本的にはソル

ガムと S. hermonthica の関係について研究を進める。S. gesnerioides の宿主植物であるササゲ

は、幼植物がソルガムに比べて大きいため、実験には大型のライゾトロンが必要となり、

国内での取扱が困難である。また、形態もオロバンキに近く、葉はクロロフィルの発達も

乏しいため、課題２～４の実験対象としての魅力は S. hermonthica には劣る。したがって、

国内では課題１以外については、S. hermonthica に関する研究を先行させ、興味深い知見を

得たときに、比較のために S. gesnerioides を用いた実験も行うことが適当と考えている。 

平成 21 年度のセミナーは、総合地球環境学研究所のスーダンプロジェクトと共同で、11

月にスーダンのカルツームで開催する。ここには Dr. Muranaka も招聘するので、Prof. Babiker

を交えてコーディネーター三者による事業の方向性の調整も行う。平成 21 年度末にはスー

ダン側コーディネーターの Prof. Babiker を招聘して平成 22 年度の計画を含めて、共同研究

について打ち合わせる。 

一連の活動を通して、各研究拠点の充実を図りつつ、拠点間の連携も密にする。同時に、

助教としてアカデミアに職を得ている若手研究者である山内、岡澤、井上を中心に個々の

活動を推進してもらい、次代の国際共同研究の担い手としての自覚と実力の養成を図る。

大学院生、学部学生はスーダンで開催されるセミナーには帯同できないが、日本国内での

共同研究に関わる機会を積極的に設け、国際性を涵養するとともに、将来の国際共同研究

に資する人材の発掘に努める。 

 この他、第三国への研究訪問を 2 件予定している。いずれも植物に関する国際会議であ

り、6 月には杉本が第 10 回国際寄生植物会議（トルコ）に、7 月には岡澤が Plant Biology 
2009（米国）に出席して、本事業による研究成果を報告する。 
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７．平成２１年度研究交流成果 
 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 本事業は 2005－2007 年度にスーダンを相手国として実施したアジア・アフリカ学術基盤

形成事業を前身としており、現在の事業は 2008－2010 年度にスーダン、ナイジェリアを相

手国として実施している。これらの事業を通して培ってきた交流成果が本年度に大きく開

花し、2010 年度から研究交流の枠組みが拡大することとなった。 

 具体的には、「根寄生雑草克服によるスーダン乾燥地農業開発」が地球規模課題対応国際

科学技術協力（SATREPS）事業（2009-2014 年度、科学技術振興機構（JST）、国際協力機構

（JICA））に採択された。研究代表者は本事業と同じく杉本と Babiker が務める。日本、ス

ーダン両国の本事業参加者のほとんどが SATREPS 事業に参加しており、本事業で培った研

究基盤と人的基盤が大型研究課題の採択へとつながった。SATREPS 事業では、日本側、ス

ーダン側にそれぞれ JST、JICA から研究費が支援されるほか、JICA 経費により、いっそう

の科学技術交流の促進が可能となる。一方、本事業を契機として研究交流を進めてきた若

手研究者の岡澤（大阪大学）と Muranaka（IITA）による、「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」が産業技術研究助成事業（2009-2013 年度、新エネルギー・産

業技術総合開発機構（NEDO））に採択された。これにより、日本とナイジェリアとの共同

研究も加速される。 

 これらのプロジェクトの採択により、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。研究協力関係の構築と若

手研究者の養成を主眼とする本事業の趣旨にきわめて合致した成果を挙げることができた

ことを、参加者一同、誇りに感じている。 

 

７－２ 学術面の成果 

１）自殺発芽誘導剤の開発： 

実用可能な自殺発芽誘導剤の開発には、環境中での安定性向上が必須である。ストライ

ゴラクトン類の基本骨格の中で、不安定さの原因となるのは C 環-D 環連結部および D 環部

と考えられる。D 環部をより安定な構造に変換した各種アナログをデザイン・合成したが、

高い活性を示すアナログは作出できなかった。これは、D 環部構造が活性発現に重要である

ことを再認識させる結果であった。引き続き広範なアナログ類のデザイン・合成を展開す

る予定である。また、S. gesnerioides の発芽の特殊性を解明するために、宿主植物であるサ

サゲの根が分泌する発芽刺激物質の精製を行った。水耕液から抽出した脂溶性成分を、S. 

gesnerioides と S. hermonthica 種子に対する発芽刺激活性を指標に分離し、それぞれの種子に

高い特異性を示す活性画分を得た。従来、S. hermonthica は発芽刺激物質に対する応答が鋭

敏で構造要求性が厳密ではないと考えられてきたが、S. hermonthica にはほとんど活性を示

さず、S. gesnerioides に高い活性を示す精製画分が認められた。この知見は、S. gesnerioides

の発芽の特殊性の解明につながると期待されるので、引き続き精製を進め活性物質を単離
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し、構造の解明を目指す。 

 

２）ストライガの宿主認識機構の解明： 

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

に対するミヤコグサの応答機構を分子レベルで解析した。cDNA サブトラクション法により

オロバンキの寄生およびストライガの接触に対して発現量が増加する遺伝子群（LjOa, 
LjSh）を単離した。LjSh にはファイトアレキシン vestitol の生合成に関わる複数の遺伝子が

特異的に含まれた。Vestitol の生合成に関与する酵素タンパク質をコードする 22 遺伝子の

大半が、オロバンキ寄生根と比較し、ストライガ接触根で有意に高い発現を示した。蛍光

顕微鏡観察によりストライガの接触した近傍で vestitol 標品と同様の蛍光が強く検出され

たことから、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推測された。 
 

３）ストライガの宿主成分収奪機構の解明： 

ストライガ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 Davar）をスーダン科学技術大学でポット栽培実験を行った。播種後 120 日目

から、土壌水分処理および ABA 葉面散布処理を行った。播種後 117 日目および 122 日目に、

ソルガムとストライガの完全展開葉の表裏の気孔密度・開度およびクロロフィル蛍光を測

定した。ストライガの葉の裏の気孔密度はソルガムよりも約 1.5 倍高かった。気孔開度は、

葉の表裏ともに、ストライガの方がソルガムよりも約 1.5 倍大きかった。乾燥ストレスによ

り両種とも気孔開度が低下した。一方、ABA 処理に対しては、両種とも水処理に関わらず

葉の表側の気孔開度は低下したが、葉の裏側の気孔開度はソルガムでは無灌漑処理区で低

下したのに対し、ストライガでは葉の裏側の気孔開度は増加し、表側での低下を補償して

いた。したがって、ストライガは葉の裏側の気孔数が多く、無灌漑および ABA 処理条件下

での葉の裏側の気孔開度が高いことが、乾燥ストレス下での宿主からの養水分の収奪に関

係すると考えられた。一方、光合成特性に関しては、光化学系の健全度を示す最大量子集

率、および光エネルギー利用効率を反映する光化学的消光値のいずれもストライガの方が

ソルガムのものに比べ高かった。これらは高温・乾燥というスーダンの自然環境に対して

ソルガムの光化学系がダメージを受けているのに比べ、ストライガの光化学系が高い耐性

を有しているということを示している。 

 

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 
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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。 

 

７－３ 若手研究者養成 

７－１で述べたように、岡澤と Muranaka を代表とする申請が産業技術研究助成事業に採

択され、新たな国際共同研究「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」

が開始された。さらに、Muranaka は農林水産省国際農業研究機関拠出金を得て、「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」と題する研究も開始した。ま

た、岡澤は寄生植物の発芽時のエネルギー利用を詳細に調べ特異的な代謝が機能している

ことを発見し、この知見を防除に生かす研究提案を行った結果、2010 年 3 月に農芸化学研

究企画賞を授与された。このように、本事業に参加する若手研究者の中から二名が国際共

同研究の主役として世界の舞台に躍り出た。申請書に述べた通り、本事業では若手研究者

に可能な限りの自由度を提供してきた。この方針が、若手研究者の台頭に、貢献できたと

考えている。 

このほかの日本人若手研究者である井上は10月下旬から11月上旬にかけて２週間スーダ

ンに滞在し、ソルガムとストライガの気孔応答に関する実験を行った。山内も 11 月上旬に

１週間合流し、ソルガムとストライガの光合成活性の測定を行った。Amani が滞在中の支援

をし、若手研究者同士で人間関係を構築する好機となった。この共同研究も、近い将来、

新たな国際共同研究事業の立ち上げに繋がっていくことが期待される。 

ナイジェリアからは若手研究者の Lucky をスーダンで開催したセミナーに招聘し、スー

ダン人および日本人研究者と交流を深めた。来年度は、別の若手研究者 Adepoju を神戸大学

に招聘し、研修の機会を提供する予定である。 

スーダンからも若手研究者 Hassan を受け入れ研修の機会を提供する予定であったが、

SATREPS 事業が採択されたことに伴い、本事業での今年度の招聘は見送った。代わって、

Hassan は、2010 年 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」に参画し、本年度本事業で計画していた寄生植物実験技術の修得を行う予定であ

る。研修コースには様々な国から若手研究者が集まるので、本事業により単独で招聘する

よりも幅広い交流の機会が得られる。このことが若手研究者養成の一助となると期待でき

る。 

 

７－４ 社会貢献 

論文発表、教科書・事典の執筆、学会発表を通して情報を発信したほか、11 月にスーダ

ンで国際セミナーを開催した。100 人を超える聴衆は、SUST、カルツーム大学、ゲジラ大

学等のスーダンの大学関係者、および、農業研究機構をはじめとする国立研究所関係者等、

雑草学、作物学、植物生理学、環境科学等に関心を有する多くの研究者や学生であった。
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これらの活動を通して、アフリカの食糧生産を阻害する大きな問題と問題解決に向けた本

事業による取り組みを学会やセミナーの参加者に周知した。また、岡澤、Muranaka の活躍

を含めて本事業を中心とした一連の活動が 2010 年 2 月 24 日神戸新聞に報じられ、広く一

般に伝えられた。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 

 スーダンとの関係を支えているのは、15 年の長きにわたる杉本と Babiker の緊密な連携で

ある。Babiker はすでに退職年齢に達しているが、プロジェクトが継続している間は現在の

職にとどまることができると聞いているので、本事業があと 1 年で終了した後も SATREPS

事業により 2014 年度までは研究協力を続けることができる。現在のスーダン側のメンバー

には、共同研究のコーディネーターとして Babiker に匹敵する研究者は見当たらない。ナイ

ジェリアとの関係も、もともと杉本の前勤務先で面識のあった Muranaka が IITA に赴任した

後に始まったものである。IITA の研究者はアフリカに 11 あるうちの特定の研究所にとどま

るわけではなく、本事業参加者の Dr. Chikoye も採択後にモザンビークの研究所に異動して

いる。 

このように、研究者間の個人的なつながりは、双方が関心を共有し、かつ、研究に携わる

環境に身を置いている限りは継続可能であるが、機関と機関の関係は、個人に依存する限

り、きわめて不安定である。したがって、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のが、最終年度の課題と理解している。その実現

に向けて、2010 年 5－6 月にはナイジェリア IITA の Adepoju を招聘し、実験技術の移転を

中心に交流する。5－9 月にはスーダンから Hassan を JICA 研修生として受け入れる。9 月

14，15 日には、本事業と SATREPS 事業により、ナイジェリアから 3 名、スーダンから 9

名の研究者を招聘し、国際セミナーを共催する。これらの機会を活かして、相手国側の若

手研究者が実力を蓄え、かつ、日本側研究者との連携の維持・発展に強い意欲を抱くよう

に期待するとともに、そうなるように努めたい。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数    ５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  １本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 

８．平成２１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
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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。

得られた化学構造と発芽刺激活性との相関を精査し、それらの知見を今後のさらなる類縁

化合物のデザイン・合成へとフィードバックする。なお、残念ながら S. gesnerioides の特殊

な発芽要求性を満たす合成類縁体の作出には至っていない。S. gesnerioides に対して有効な

化合物が全く見いだされなかったにも関わらず、宿主植物のササゲ水耕液は有効であった

ことから、ナイジェリア側から提供されたササゲを水耕栽培し、根分泌物から有効成分を

探索した。単離には至っていないが、クロマトグラフィーでの挙動から、S. hermonthica に

対する活性は低いが S. gesnerioides に対する活性は高い画分が見出された。 

 

２）ストライガの宿主認識機構の解明： 

当初計画では、寄生を受けた宿主植物が次世代の S. hermonthica の宿主選択性に及ぼす影

響を調べる予定であったが、初年度に異なる植物を宿主として得られた S. hermonthica 種子

の宿主選択性に顕著な差異が認められなかったため研究を中断した。一方、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。そこで、本年度はストライガの宿主認識ではないが、宿主植物のストラ

イガ認識について検討を行った。ミヤコグサは寄生をさせない S. hermonthica の接触に応答

してマメ科植物特有の有毒物質を合成・分泌し、侵入を防いだ。一方、寄生されるオロバ

ンキに対してはそのような応答は示さなかった。このことを遺伝子レベル、代謝レベルで

確認した。招聘したナイジェリア側研究者もライゾトロン作成に加わり、技術を修得した。 

 

３）ストライガの宿主成分収奪機構の解明： 

寄生関係にあるストライガとソルガムの気孔および光合成特性の変化を、異なる土壌水

分条件下および ABA 処理条件下で比較した。その結果、ストライガは葉の裏側の気孔数が

多く、無灌漑および ABA 処理条件下での葉の裏側の気孔開度が高いことが、乾燥ストレス

下での宿主からの養水分の収奪に関係すると考えられた。また、光化学系の健全度を示す

最大量子収率、および光エネルギー利用効率を反映する光化学的消光値のいずれもストラ

イガの方がソルガムに比べ高かったことから、高温・乾燥条件下でソルガムの光化学系が

ダメージを受けているのに比べ、ストライガの光化学系が高い耐性を有しているというこ

とが明らかとなった。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。 
 

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。これらの配列情報は、寄生植物の進化と特殊性を理解するために重要である。また、

ナイジェリア側とは共同研究を継続させるために 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に新たなプロジェクト「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」を提案し採択された。この結果、S. gesnerioides についてもナイジ
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ェリアで同様の研究を行える基盤が確立された。 

 

８－２ セミナー 

11月10－11日に、スーダン科学技術大学（SUST）Martyr講堂において、Towards a sustainable 

management of the noxious weeds mesquite and Striga hermonthica in Sub-Saharan Afira と題する

セミナーを、本事業と総合地球環境学研究所プロジェクトが共催した。初日はストライガ

について、二日目の前半はメスキートについて議論した。二日目の後半には、全体討論を

行った。ストライガに関しては、スーダンから４題、日本とナイジェリアからそれぞれ２

題の発表が行われた。このうち４題は生理学的な内容が中心であり、残りの４題は防除に

関する実践的な内容であった。二日目後半に行われた全体討議では、各参加者が様々な視

点から根寄生雑草の問題を論じ、連携強化と、さらなる研究プロジェクトの展開の必要性、

そのための戦略が議論された。 

セミナーに先立ち、講演会場で多くの参加者が見守る中、SATREPS 事業に関わる討議議

事録（R/D）に JICA スーダン事務所長と SUST 学長により署名が行われ、また、神戸大学

との MOU にも SUST 学長より署名が行われた。これにより、本セミナーは学術的に意義あ

る催しであったと同時に、日本と研究協力基盤が構築されつつあることを、多くのスーダ

ン人研究者・学生から認知を得る好機ともなった。 

 

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杉本が５

月に採種旅行を行った。６月には、本事業と密接な関係にある総合地球環境学研究所のス

ーダンプロジェクトの機器導入に関する話し合いに出席し、連携の強化を図った。世界に

向けての情報発信として杉本が６月にトルコで開催された第 10 回国際寄生植物会議に、岡

澤が７月に米国で開催された Plant Biology 2009 に参加し、研究成果を報告した。 
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９．平成２１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>

トルコ 

<人／人日>

アメリカ 

<人／人日> 

合計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/29 

（2/15）

0/0 1/8 1/8 5/45 

（2/15）

実績 4/48 0/0 1/8 1/8 6/64 

スーダン 

<人／人日> 

実施計画 2/43  0/0   2/43 

実績 1/9 0/0 1/9 

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 

<人／人日> 

実施計画 2/28 2/10    4/38 

実績 3/41 2/16 5/57 

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/71 5/39 

（2/15）

0/0 1/8 1/8 11/126 

（2/15）

実績 4/50 6/64 0/0 1/8 1/8 12/130 

※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 

 ６／１１  ＜人／人日＞  ９／１５ ＜人／人日＞ 
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１０．平成２１年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

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 El Tayeb 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  0/0 

実績 2/25  2/25 

スーダン 

<人／人日> 

実施計画 2/43   2/43 

実績 1/9  1/9 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/43 0/0  2/43 

実績 1/9 2/25  3/34 

② 国内での交流       ４人／６人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

１）自殺発芽誘導剤の開発 

ストライゴラクトン類の基本骨格の中で、不安定さの原因となる D 環部を

より安定した構造に変換した各種アナログをデザイン・合成したが、高い活

性を示すアナログは作出できなかった。このことから、D 環部構造が活性発

現に重要であることが再認識された。 

２）ストライガの宿主認識機構の解明 

cDNAサブトラクション法によりO. aegyptiacaの寄生およびS. hermonthica

の接触に対して発現量が増加する遺伝子群（LjOa, LjSh）を単離した。LjSh

にはファイトアレキシン vestitol の生合成に関わる複数の遺伝子が特異的に
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含まれた。Vestitol の生合成に関与する酵素タンパク質をコードする 22 遺

伝子の大半が、S. hermonthica 接触根で有意に高い発現を示した。蛍光顕微鏡

観察により S. hermonthica の接触した近傍で vestitol 標品と同様の蛍光が強

く検出されたことから、vestitol の分泌は S. hermonthica に対するミヤコグサ

の防御応答と推測された。 
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（品種 Davar）を材料としてスーダン科学技術大

学でポット栽培実験を行った。10 月半ばにスーダンを訪問して、土壌水分処

理および ABA 葉面散布処理を行い、ソルガムとストライガの完全展開葉の

表裏の気孔密度・開度およびクロロフィル蛍光を測定した。その結果、葉の

裏側の気孔数が多く、無灌漑および ABA 処理条件下での葉の裏側の気孔開

度が高いことが、乾燥ストレス下において 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。一方、光化学系の健全度を示す最

大量子収率、および光エネルギー利用効率を反映する光化学的消光値のいず

れも S. hermonthica の方がソルガムに比べ高かったことから、高温・乾燥条

件下でソルガムの光化学系が損傷を受けているのに比べ、S. hermonthica の光

化学系が高い耐性を有していることが明らかとなった。 

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。 

 

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）国(地域)側参加者数 

５ 名 （１３－２（スーダン）国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寄生雑草防除法の構築 

（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  0/0 

ナイジェリア 

<人／人日> 

実施計画 2/28   2/28 

実績 3/41  3/41 

 

<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 3/41 0/0  3/41 

② 国内での交流       ０人／０人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

１）自殺発芽誘導剤の開発 

これまでに合成したストライゴラクトンアナログの中に S. hermonthica 種

子の発芽を誘導する化合物は多数見出されているものの、S. gesnerioides 種子

に活性を示す化合物は見出されていない。一方、S. gesnerioides 種子は宿主で

あるササゲの水耕液には応答する。そこで、ササゲ水耕液から抽出した脂溶

性成分を、S. gesnerioides と S. hermonthica 種子に対する発芽刺激活性を指標

に分離し、S. hermonthica にはほとんど活性を示さず、S. gesnerioides に高い

活性を示す精製画分を得た。このことから、ササゲによる S. gesnerioides に

特異的な活性成分の生産が示された。 

２）ストライガの宿主認識機構の解明 

 S. gesnerioides 種子をササゲ水耕液で発芽誘導し、発芽種子をミヤコグサ根

に接種したが、侵入する様子は観察されなかった。寄生できないにもかかわ
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らず S. hermonthica や O. minor が侵入することから、寄生植物の宿主認識に

関わる宿主側の因子の存在が示唆された。 

 

３）ストライガの宿主成分収奪機構の解明 

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。 

日本側参加者数  

７ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ﾅｲｼﾞｪﾘｱ）国(地域)側参加者数 

６ 名 （１３－２（ﾅｲｼﾞｪﾘｱ）国側参加研究者リストを参照）
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）JSPS アジア・アフリカ学術基盤形成事業－総合地球環境

学研究所プロジェクト合同セミナー「サブサハラアフリカにおける

メスキートとストライガの防除に向けて」 
（英文）JSPS AA Science Platform Program- RIHN project joint 
seminar on Towards a sustainable management of the noxious 
weeds mesquite (Prosopis spp.) and Striga hermonthica in Sub 
Saharan Africa 

開催時期 平成２１年１１月１０日 ～ 平成２１年１１月１１日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）スーダン、カルツーム、スーダン科学技術大学 
（英文）Sudan, Khartoum, Sudan University of Science and 
Technology 

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 

（和文）縄田 浩志・総合地球環境学研究所・准教授 

（英文） Hiroshi NAWATA, Research Institute for Humanity and 

Nature・Associate 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) 

Abdel Gabar Babiker, Sudan University of Science and Techonology・

Professor  

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（スーダン） 

日本 
<人/人日> 

A. ２／２３

B. 
C. 

ナイジェリア 
<人/人日> 

A. ２／１６

B. 
C. 

スーダン 
<人/人日> 

A. 
B. 
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C. ４／８

合計 
<人/人日> 

A. ４／３９

B. 
C. ４／８

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。） 
 
セミナー開催の目

的 
スーダンを共同研究の対象地域とする本事業および地球研プロジェク

トがセミナーを共催することで、多くのスーダン人研究者に、日本を

中心とする国際的な研究グループがスーダンをはじめとするアフリカ

諸国で問題となっている難防除雑草ストライガ（本事業の研究対象）

およびメスキート（地球研プロジェクトの研究対象）の防除に資する

研究を行っていることに対して、広く認知を得る。スーダン、ナイジ

ェリア、日本の研究者が知見、経験、情報等を交換し、ストライガお

よびメスキートに関する理解を深める。討論および圃場視察を通して

研究交流の基盤を強固にする。 

セミナーの成果 スーダンで猛威を奮っている難防除雑草を研究対象としている本事業

および地球研プロジェクトが、SUST と共同でセミナーを開催した。

多くのスーダン人研究者に、日本を中心とする国際的な研究グループ

がスーダンをはじめとするアフリカ諸国で問題となっているストライ

ガ（本事業の研究対象）およびメスキート（地球研プロジェクトの研

究対象）の防除に資する研究を行っていることを周知し、認知を得た。

フィールドワークを中心とするスーダン側研究者、育種を中心とする

IITA 研究者、ラボでの解析を中心とする日本側研究者が、相互に、関

心の所在、研究アプローチ等を深く知る機会となった。発表に対する

質疑応答で一層理解を深めたことに加えて、ブレイクの時間に、材料

提供や技術移転、アレロパシーに関する共同研究の立ち上げ等の議論

が随所で行われた。 

セミナーの運営組

織 
実施責任者  Abdel Gabar Babiker（SUST）、杉本幸裕（神戸大）、

Satoru Muranaka（IITA）、縄田浩志（地球研） 
庶務     Mohammed Mahgoub Hassan Amir (Ministry of Science & 

Technology, Sudan) 
広報     Ebrahim Alfig Alnoor Alfaig (SUST) 
会計        Amani Hamad Eltayeb Hamad (SUST) 
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視察        Mohammed Elziber Hassan Alziber (SUST) 
レセプション  Yassin Mohamed Ibrahim (SUST) 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 印刷製本費 (1,100) 
車輌借上代 (900)     金額 2,000 USD 

相手国 (スー

ダン) 
内容 会場借上代 

会議費ほか        金額 4,000 USD 
 
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>

トルコ 

<人／人日>

アメリカ

<人／人日>

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  １／８ １／８ ２／１６ 

実績 １／８ １／８ ２／１６ 

 

<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  １／８ １／８ ２／１６ 

実績  １／８ １／８ ２／１６ 

②  国内での交流       ５人／９人日 
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１１．平成２１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 ９３５，９４９ うち利息０円 

外国旅費 ２，９００，６３３  

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 ７１０，８５４  

その他経費 ２９３，１１１  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

１５９，４５３  

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 １，０２７，３３１ ６／４１ 

第２四半期 ９６２，６６８ ５／２２ 

第３四半期 ２，０５９，９９６ ９／６９ 

第４四半期 ９５０，００５ １／１３ 

計 ５，０００，０００ ２１／１４５ 

 
 
 


