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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 神戸大学農学部 
（スーダン）拠点機関： スーダン農業研究機構 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： スーダンにおける食糧生産の増大と安定化を目指した水資源管理と寄生雑草の

防除         （交流分野： 農業工学、農芸化学 ） 
（英文）：Water management and parasitic weed control for sustainable food production 

in Sudan（交流分野：Agricultural Engineering, Agrochemistry & Plant Science） 
 研究交流課題に係るホームページ：http:// ealfor.ans.kobe-u.ac.jp/AA/ 
 
３．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１８年 ４月 １日 ～ 平成１９年 ３月３１日 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：神戸大学農学部 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：神戸大学農学部・学部長・中村 千春 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：神戸大学農学部・教授・杉本 幸裕 
 協力機関：鳥取大学乾燥地研究センター 
 事務組織：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） 

財務部（経理総括） 
農学部（事務及び経理、コーディネーターとの連絡調整） 

 
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：スーダン 
拠点機関：（英文）Agricultural Research Corporation, Sudan (ARC) 

      （和文）スーダン農業研究機構 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Professor Abdelbagi Mukhtar Ali 
 協力機関：（英文）Water Management and Irrigation Institute, Univ. of Gezira 
      （和文）ゲジラ大学水管理潅漑研究所 
 

様式７ 
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５．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 
ナイル川、特に青ナイル川下流の水資源の有効利用による大規模潅漑農業の持続的発展

と根寄生雑草の防除を目標として、次の４つの課題を中心に共同研究を実施する。 
１．青ナイル川下流域の総合的な水資源管理の追求：スーダンの最も重要な水供給源であ

る青ナイル流域を主たる対象地域として、主要沿川諸国関係者にも協力を求め、水文・

気象観測データの収集を推進するとともに、数ヶ月先までの流況予測とそれに基づく貯

水池管理が可能な青ナイル川の水文・水管理モデルを開発して、総合的な水資源管理を

目指す。 

２．乾燥地域における持続的潅漑農業の発現：衛星画像情報による広域の作物蒸発散量、

及び生育状況を把握して農業用水の有効利用による潅漑効率の向上を目指す。そのため

水管理の実態と問題点を明らかにして、より効果的で持続的な潅漑水管理の実現を図る。 
３．根寄生雑草種子に対する自殺発芽誘導剤の開発：根寄生雑草は独立して生きられない

ため宿主となる植物が分泌する信号物質を感受してはじめて発芽する。この特性を利用

して人為的に発芽を誘導して自殺に追い込むことで種子を駆除することが可能となる。

そのための製剤の開発を目指して発芽刺激物質の効率的な生産法の確立と製剤化の方策

を検討する。 
４．根寄生雑草に対する宿主植物の抵抗性機構の解明：スーダンのフィールドから根寄生

雑草ストライガに抵抗性を示す宿主植物ソルガムを選抜し、その発芽刺激物質生産性を評

価するとともに、ストライガの侵入に対する応答を、組織化学的、分子生物学的手法を用

いて解明する。 
 
６．平成１８年度の研究交流実績の概要 

６－１ 共同研究 

１．青ナイル川下流域の総合的な水資源管理の追求：スーダンとエチオピアの国境付近に

位置するロゼイレスダム地点の上流域（流域面積 175,000km2）を対象として、緯度方向

0.5 度、経度方向 0.5 度のグリッド 58 個から構成される分布型水収支モデルを作成し、

16 年間の長期流出解析を実施して、旬単位ハイドログラフの再現性を検証した。その結

果、降水量の推定に問題があり、洪水期のピーク流出量がかなり過小ないし過大となった

数年間を除けば、概ね良好な精度でハイドログラフが再現できることがわかった。また、

グリッド毎の長期水収支から、流域南西部の降水量、蒸発散量、流出量がいずれも流域の

北部や東部よりもかなり大きいことが示された。 
２．乾燥地域における持続的潅漑農業の発現：衛星データに基づく蒸発散推定法である

SEBALをゲジラ潅漑地区に適用し、土壌水分減少法で現地観測された蒸発散量との比較
から、SEBALによって良好な精度で同地区の蒸発散量が推定できることを明らかにした。
さらに、住民参加型水管理のパイロットプロジェクトが実施されている Abdel Hakanブロ
ックを対象として、SEBAL で推定された蒸発散量の空間分布に基づいて、季別需要水量
を支線水路毎に計算し、これを支線水路ごとの細かい潅漑水管理へ活用することを提案し

た。 
３．根寄生雑草種子に対する自殺発芽誘導剤の開発：発芽刺激物質 GR24 のトリグリセラ
イド溶液をゼラチンとポリエチレングリコールから成る水溶性被膜で包括して調製した

カプセルは、温度、光等の条件で安定であり、水の添加により崩壊し発芽刺激活性を示す

ことを確認した。スーダンで予備的なポット試験が行われたが、明確な結論を得ることは

できなかった。更なる試験のために、求めに応じてカプセルの調製を行った。 
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４．根寄生雑草に対する宿主植物の抵抗性機構の解明：寄生に対して発現が高まる遺伝子

を探索した。ストライガに感受性ソルガム品種では、寄生を受けると物理的ストレス応答

性遺伝子の発現は高まるが、生物的ストレス応答性遺伝子の応答は小さかった。一方、抵

抗性ソルガム品種では生物的ストレス応答性遺伝子の発現が顕著であった。このことから

寄生雑草の侵入に対する遺伝子レベルでの応答が感受性に関わっていることが示唆され

た。 
この他、6 月に El Fatih がメスキートに対する取組みの必要性を訴えるとともに文献

調査を行った。また、11 月に鳥井と Bashirがスーダンガダーレフでストライガの衛星画
像解析に備えてグランドツルースを行った。 
 

６－２ セミナー 

 2006 年 11 月６，７日に、スーダン側拠点機関である ARC 本部の Hussein Idris 
Conference Hallにおいて第２回JSPS AA Science Platform Program Seminarを開催した。
セミナーは Prospects of Water Management and Parasitic Weeds Control in Sudanと題
して、４つのセッションにわたり 17 題の講演を行った。本事業に関連した研究成果の報告

を行い、本事業終了後のことも含めて今後の共同研究の方向性を考える上で有益な情報交

換の場となった。二日目の後半には、本事業の立ち上げに尽力した神戸大学畑武志名誉教

授に対して謝意を表する行事が開催された。その後、出席者全員が音楽に合わせて踊ると

いう企画も用意され、学術的な側面のみならず、精神的にも結びつきを強める工夫がされ

ており、その意図は十分に達成された。 
 セミナー翌日には、ゲジラスキームの潅漑農業を支えるナイル川上流のセナールダムを

見学した。道中では、ダムから段階的に水路が配置されている様子を観察することができ

た。また、ストライガに侵された畑を調査し、問題の深刻さを再認識する機会を得た。さ

らにメスキートが鉄道や道路沿線の空き地、水路の堤防、畑等で繁茂していることを認識

し、スーダン農業にとってストライガに次ぐ生物的脅威となりつつあることを実感した。 
 なお、セミナーの全ての講演は、Sudan J. Agric.に特集号として刊行される予定である。 
 
６－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 平成 18 年５，６月に共同研究で招聘した El Fatihは日本側協力機関である鳥取大学乾燥
地研究センターに２週間滞在した折、スーダンにおける農業の現状と課題について講演を

行い、顕在化しつつあるメスキートに対する取組みの必要性を訴えた。杉本は滞在中の El 
Fatihを鳥取に訪ね、多くの共同研究パートナー候補と考えられる研究者を紹介した。 
 平成 18 年 11 月には、ARCの実験圃場を見学し、多くの研究員から説明を受けた。また、
ARCの Sennar Stationを訪ね同試験場の活動の概略説明を受けるとともに、圃場では主に
ストライガに関する実験の説明を受けた。セミナーの帰途、ハルツーム郊外にある ARCの
Forestry Research Centerでも活動の説明を受け、先方から共同研究プロジェクトを提案
された。縄田はワドメダニ、ニューハルファ、カサラ地区でストライガとメスキートの被

害について情報収集を行った。 
 平成 19 年２月に招聘した Abdelbagiと Abdelhadiは、鳥取大学乾燥地研究センターを訪
ね、恒川センター長と共同研究について討議するとともに、施設を見学した。神戸大学農

学部では、学部学生にスーダン農業の現状と問題点について講演し、80 名を超える出席者

から寄せられた多数の質問に丁寧に応えて、スーダン農業や環境問題に対する学生の関心

を喚起した。 
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７．平成１８年度の研究交流の成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 事業発足時点でのスーダン側コーディネーターであったAbdel Gabarが平成18年４月に、
拠点機関のARCから Sudan Univ of Sci & Techに転出したため、Abdelbagiが引き継いだ。
また、日本側 R-1の代表者であった畑が定年を迎えたため、田中丸が引き継いだ。Abdelbagi
とは応募段階から緊密に連携をとっており、また、畑は名誉教授の立場で引き続き拠点機

関研究者として残ったため、これらの交代はスムーズに行われ、研究協力体制に支障は生

じなかった。R-1はスーダン側からの要望に応えて平成18年度から参加者1名を追加した。
R-2は平成 17 年度と同じ参加者であったが、上述の理由で Abdel Gabarが拠点機関研究者
から協力研究者となった。 

 Abdel Gabar の転出を契機に、本事業に対する ARC の Director General である Prof. 
Azhari Hamada の関与が強くなったが、日本側コーディネーターの杉本は Prof. Azhari 
Hamadaとも旧知の間柄であるため、本事業の推進にあたり良好な関係は維持できている。
さらに、平成 17 年度に比べて本事業に対する ARC の支援は厚くなり、新たな研究者との
交流も始まるなど、今後の事業展開にとって好結果を生んでいる。 
全体として、平成 18 年度にはスーダン側の参加者が一部入れ替わったことにより、従来

築いてきた関係を維持しつつ、新たな人間関係の輪が広がっているといえる。とりわけ、

Prof. Azhari Hamadaが若い研究者に機会を与えることに熱心であるため、平成 19年度は、
これまで以上に若手研究者の交流が活性化されると期待される。 
 

７－２ 学術面の成果 

青ナイル川下流域の水資源管理については、青ナイル川を対象とした分布型水収支モデ

ルを作成し、その再現性を検証した。降水量を始めとする水文気象資料の少なさが難点で

あり、従来は月単位程度の時間刻みの粗い解析が主流であったが、比較的入手の容易な水

文気象資料でも旬単位の長期流出解析が可能であることを示し、その成果を学会のシンポ

ジウムにおいて発表した。また、乾燥地域における持続的潅漑農業に関しては、衛星デー

タに基づく蒸発散推定法である SEBAL がゲジラ潅漑地区における潅漑必要水量の推定に
十分活用できることが確認され、その成果は国際誌を含む複数の論文にまとめられた。 

一方、根寄生雑草種子の自殺発芽を誘導するカプセルの実験室内における有効性は検証

できた。スーダン側でポット試験の実施を始めたが、担当していた El Fatih が本部から
Sennar Stationに異動したことにより、研究の継続が不明確であり、コーディネーターの
Abdelbagiに確認を依頼している。また、カプセルに包括する発芽刺激物質の培養生産系の
確立を行った結果、ミヤコグサ培養根により 5-deoxystrigol を含む数種の活性物質が生産
されることを見出し、学会発表を行うとともに、現在、論文を投稿している。さらに、寄

生に対するソルガムの応答の分子解析では、特異的に発現する多くの遺伝子を見出した。 
 

７－３ 若手研究者養成 

平成 18 年度は Abdelbagi Mukhtarが８週間、El Fatihが６週間、それぞれ滞在して共
同研究を行った。Abdelbagiとは日本側の宮本、平岡（いずれも博士後期課程学生として本
事業に参加）がストライガおよびソルガムの分子解析に関わる実験を、El Fatih とは博士
前期課程の学生がカプセルの有効性評価に関する実験を行った。言語、文化等を異にする

研究者に対して、当事者として多くの時間を共有することで、語学力だけでなく国際的に

通用する研究者として必要な多くのことを学ぶ機会となった。 
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スーダンで開催したセミナーでは、平岡と多田が海外で初めて英語による講演を行った。

平岡は質疑への応答に窮する場面もあったが、実践的なよい訓練の機会であった。セミナ

ー後の懇親会、フィールド調査、ARC 支部の訪問などの機会を重ねるごとに、スーダン側
研究者と打ち解けていけたことは、今後世界に活躍の場を広げていく上で、大きな自信に

なったと思われる。 
 

７－４ 社会貢献 

 ホームページを開設し事業の進捗状況を随時公開している。また、スーダン訪問時には

必ず在スーダン日本大使館を訪問し、活動状況を報告している。平成 18 年 11 月の訪問で

は、協力研究者の鳥井が衛星画像を基に５万分の一地形図を自動生成するシステムを構築

しており、これにより制作された地図サンプルが大使館員の多くの関心を集めた。スーダ

ンのように地図を容易に入手・準備できない広大な地域での情報収集や現地調査・作業に

対して有用性が高いとの評価を受けており、今後の活動に活用されることが期待される。 

 帰国後、間もなく、在スーダン日本大使館より電子メールで連絡を受けた。国際農業開

発基金（ローマ）がスーダンのブタナ地域における農業開発プロジェクトを検討中であり、

日本の対スーダン援助の現状を調査している一環として本事業の情報も収集されたとのこ

とであった。本事業の規模で対象地域と研究者を増やすことは困難であるが、事業後の展

開を考える上で大きな参考となった。本事業の活動が国連関係機関に認知されたことは大

きな収穫であった。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 平成 17 年度末から 18 年度初めにかけては、国際共同研究の難しさを痛感した。日本側

コーディネーターの親友でもありスーダン側の前コーディネーターであった Abdel Gabar
が ARC を離れたことである。幸いにして、日本側コーディネーターと懇意な Abdelbagi
が DG から後任に指名されたため事業の継続に支障はなかったが、別の選択をされた場合
に事業を円滑に継続できたかどうかは確信できない。 
コーディネーターを含めて、研究当事者間では情報交換の意味は大きいものであり、本

事業が重視している研究者交流の意義は理解しやすく、同時にそれへの支援に感謝してい

る。一方、ARC の研究者からは、海外に出かける際に交流を主な目的とした招聘に対する
許可は受けにくいと聞いており、日本側も含めて、各参加者が所属するそれぞれの組織に、

短期の招聘・訪問であっても交流が有意義であることを十分認識されるよう、これまで以

上に成果を発信していく必要があると考える。 
また、拠点交流事業のように、本事業に対して留学生の受入枠を設けていただき、その

留学生の活動を軸として研究者交流することができれば、相手国側実施組織にとって、よ

り理解しやすい事業となると考えられる。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文（詳細は添付の論文リストのとおり） 

  平成１８年度論文総数                     ７本 

   うち、相手国参加研究者との共著               ５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  ２本 
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８．平成１８年度における総交流人数・人日数 
８－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

          派遣先 

派遣元 
日本 スーダン 米国   合計 

実施計画 10／108 0/0   10／108
日本 

実績 

 

9／87 1/7   10／94 

実施計画 5／127    5／127 
スーダン 

実績 4／117 

 

   4／117 

実施計画      
 

実績   

 

   

実施計画      
 

実績    

 

  

実施計画      
 

実績     

 

 

実施計画 5／127 10／108 0/0   15/235 合計 

実績 4／117 9／87 1/7   14/211 

 

※ 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。） 

 

８－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  ０／０  （人／人日）   ５／１２ （人／人日） 




