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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成 29 年 7 月 11 日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局  鳥取大学乾燥地研究センター  

（ふりがな） 

職・氏 名 助教・ELTAYEB Habora, Amin Elsadig                
 

1. 事 業 名 相手国（ スーダン ）との共同研究  振興会対応機関（ＯＰ） 

2. 研 究 課 題 名 ステイ・グリーンの遺伝的メカニズムの解析と耐乾性ソルガム育種への応用                      

3. 全 採 用 期 間 

平成 27 年 7  月 1  日 ～ 平成 29 年 6  月 30 日 （ 2  年 0 ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

本事業により執行した研究経費総額     研究交流経費（直接経費）： 4,302,400  円 

                     間接経費：  0   円 

初年度経費  研究交流経費（直接経費）：2,232,000 円、間接経費：  0   円 

２年度経費   研究交流経費（直接経費）：1,744,000 円、間接経費： 0    円 

３年度経費   研究交流経費（直接経費）：326,400 円、間接経費：  0     円 

 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（実施期間中の参加者全員（途中から参加／不参加となった方も含む）） 

   ※途中から参加／不参加となった場合は、参加期間も記入してください。 

氏 名 所 属・職 名 

辻本 壽 

岩田 洋佳 

岡本 昌憲 

 

永野 惇 

モハメド ヤシル 

妻鹿 良亮 

エリバシル アワッド 

鳥取大学乾燥地研究センター・教授 

東京大学農学生命科学・准教授 

宇都宮大バイオサイエンス教育研究センター・助教（前鳥取

大学乾燥地研究センター・助教） 

龍谷大学農学部植物生命科学科 講師 

鳥取大学乾燥地研究センター・特命助教 

鳥取大学乾燥地研究センター・ポスドク 

鳥取大学乾燥地研究センター・博士課程学生 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 スーダン農業研究機構（ARC）・准教授 ・Izzat Sidahmed Ali Tahir                                  

（3）相手国参加者（実施期間中の参加者全員（途中から参加／不参加となった方も含む）） 

   ※途中から参加／不参加となった場合は、参加期間も記入してください。 
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氏  名 所 属・職 名 

Abdelbagi M. Ali 

Nasrein M. K. Omer 

Abubaker A. A. Mussa 

Hanan A. Suliman 

Mohammed H. M. Adam 

スーダン農業研究機構・教授 

スーダン農業研究機構・研究員 

スーダン農業研究機構・助教 

スーダン農業研究機構・助教 

スーダン農業研究機構・助教 

*(1)、(3)共に代表者は除きます。 

 

6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

Outline and importance of the research: 

   Rain-fed agriculture is suffering less and erratic rainfall and recurrent drought due to the 

changing climate. This situation is threatening food security, particularly in the rain-fed 

agriculture sector in semi-arid and arid regions in East and Sub-Sahara Africa. Poor rural 

communities and small scale farmers dependent on rain-fed agriculture are the most to suffer 

because they mostly live in areas prone to extreme climate events and because of their limited 

capacity to adapt.  

   In Sudan, sorghum is the major food security crop and its accounts for over 75% of total cereal 

production, with 80% of it produced under rain fed systems. Drought that occurs at any stage 

of crop development is the major cause of crop failure.  

   This study was conducted to identify the genetic mechanism of Stay-Green (SG) trait, an 

important trait for tolerance to terminal drought in sorghum. The SG trait is the ability of 

the plant leaves to remain green under drought conditions; it is associated with higher net 

photosynthesis, water use efficiency and higher grain yield. During this bilateral project, we 

have attempted to clarify genes and genetics elements control the SG trait. The outcome represents 

important information that could significantly be utilized in breeding drought tolerant sorghum. 
 

Implementation and achievement of the research: 

Following were the major steps and phases adopted to implement the project: 

[1] Genome re-sequencing approach to facilitate genome-wide identification of the Single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) that may possibly affect the drought tolerance: 

   SG trait is known to be controlled by four quantitative trait Loci (QTLs), but the exact genes 

within these genomic regions are still not fully clarified.  We have used four Sudanese cultivars 

differing in their tolerance to drought to conduct genome re-sequencing to identify all SNPs that 

may affect and control the tolerance to terminal drought. The sorghum cultivars used in this study 

included one drought-sensitive cultivar for the irrigated cultivation (Tabat), two drought-tolerant 

cultivars for the rain-fed cultivation (Gadambalia and AG8) and one moderately-drought-tolerant 

cultivar (Abu70). The re-sequenced genomes of these cultivars were mapped against the sorghum 

reference genome and thousands of SNPs affecting genes functions were determined and reported during 

the 1st year.  
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[2] Studying the gene expression profiles of the Stay-Green trait using RNA-seq 

   We have used total of seven SG and non-SG sorghum genotypes in order to detect their genes expression 

profiles in response to drought. These genotypes included the drought-tolerant and drought-sensitive 

genotypes (RNA-seq analyzed and reported in the 1st year) and the elite SG donors (RNA-seq analyzed 

and reported in the 2nd year). The four Sudanese cultivars mentioned-above were among these selected 

genotypes. These plants were subjected to terminal drought, leave samples were collected then their 

RNA was isolated to conduct RNA-seq profiling using next generation sequencing technology. The 
expression profiles of thousands of upregulated or down-regulated genes in both SG and SG genotypes, 

along with their potential functions were determined. 

 

[3] Evaluation of the drought tolerance-related traits on in SG and non-SG sorghum genotypes. 

   The tolerance to terminal drought was evaluated for twenty six sorghum accessions obtained from 

the Genetic Resources Unit of the Agricultural Research Corporation, Sudan, and the United State 

Department of Agriculture, USDA. Two USDA sorghum accessions with elite stay-green donors were used 

as positive checks for the stay-green trait. The data for chlorophyll contents were measured at the 
third fully expanded leaves according to weeks-time course using SPAD meter. Top performing lines 

in term of ability of the leaves to remain green were determined, which could be very useful for breeding 

sorghum with improved stay-green trait and enhanced tolerance to drought. 
 

[4] International workshops carried during this project: 

   Three visits to the Agricultural Research Corporation (ARC) of Sudan were conducted during this 

project. Total of three international workshops were held on February 2016, September 2016 and June 

2017, and were entitled as “The 1st, 2nd and 3rd International Workshop on Genetic Improvement of Cereals 

for Sustainable Production in Arid Lands”, respectively. These workshops were attended by scientists 

from Japan (funded by this project), the staffs of the ARC and staffs from other research institute 

in Sudan such as Gezira University. 
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7．派遣・受入実績 

（１） 各研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。委託費から支出し

た出張のみ記載してください。ただし、日本国内出張は除きます。） 

 
氏名・所属・職名 

期      間 

（現地到着日～現地出発日） 

主たる訪問先 

（機関名・国名） 

1

年

度

目 

ELTAYEB H. Amin Elsadig・

鳥取大学乾燥地研究セン

ター・助教 

辻本 壽・鳥取大学乾燥地

研究センター・教授 

岩田 洋佳・東京大学農学

生命科学・准教授 

エリバシル アワッド・鳥

取大学乾燥地研究センタ

ー・博士課程学生 

平成 28年 2月 15日～ 

平成 28年 2月 20 日 

 

平成 28年 2月 15日～ 

平成 28年 2月 20 日 

平成 28年 2月 15日～ 

平成 28年 2月 20 日 

平成 28年 2月 15日～ 

平成 28年 3月 2日 

 

農業研究機構・スーダン 

 

 

農業研究機構・スーダン 

 

農業研究機構・スーダン 

 

農業研究機構・スーダン 

 小計 4 名（延べ人数）   

2

年

度

目 

ELTAYEB H. Amin Elsadig・

鳥取大学乾燥地研究セン

ター・助教 

岩田 洋佳・東京大学農学

生命科学・准教授 

モハメド ヤシル・鳥取大

学乾燥地研究センター・ポ

スドク 

平成 28年 9月 27日～ 

平成 28年 10月 1 日 

 

平成 28年 9月 27日～ 

平成 28年 10月 1 日 

平成 28年 9月 27日～ 

平成 28年 10月 1 日 

 

農業研究機構・スーダン 

 

 

農業研究機構・スーダン 

 

農業研究機構・スーダン 

 

 小計 3 名（延べ人数）   

3

年

度

目 

ELTAYEB H. Amin Elsadig・

鳥取大学乾燥地研究セン

ター・助教 

 

平成 29年 6月 3日～ 

平成 29年 6月 10日 

 

農業研究機構・スーダン 

 

 小計 1 名（延べ人数）   

 合計 8 名（延べ人数）   
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（２）各研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（振興会から滞在費等の支給

を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

 
氏名・所属・職名 

期      間 

（来日日～離日日） 

主たる訪問先 

（機関名） 

1

年

度

目 

   

 小計   名（延べ人数）   

2

年

度

目 

   

 小計   名（延べ人数）   

3

年

度

目 

   

 小計   名（延べ人数）   

 合計   名（延べ人数）   

 


