
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 ： 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料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．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：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 
 
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 
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
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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。 
 
７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 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及：これまで、分布型 VIC 水収支モデル

による青ナイル川流域の長期流出解析を実施してきたが、本年度は、分布型流出モデル

BTOPMC（竹内ら，2002）を参考とした修正型 TOPMODEL による流出解析を実施した。

このモデルでは Roseires Dam 上流の 175,000km2 を 13 個の支流域に分割し、土壌水分に関す

る公開 GISデータを利用して、根群域の土層厚を表すパラメータを支流域毎に与えている。

このモデルと各支流域のパラメータを均一としたモデルとで、16 年間の旬単位ハイドログ

ラフの再現性を比較したところ、パラメータの空間分布を考慮すれば再現誤差が小さくな

ることが示された。さらに、青ナイル川流域の水資源評価を目的として、新たな気象乾湿

指標（CWI）を提案した。Web 上の全球公開 GIS データを利用して CWI マップを作成した

後、同マップと土地被覆マップとの比較を行い、その妥当性を評価した。一方、青ナイル

川流域の水資源管理のためには、流域の降水量分布の把握が欠かせないが、利用できる気

象観測点が少ないという問題点がある。そこで、降水量分布をより正確に把握するととも

に、その推定精度を評価することを目的として、クリッギング法による降水量分布の推定

にも着手している。 
２．乾燥地域における持続的灌漑農業の発現：衛星リモートセンシングデータに基づくゲ

ジラ潅漑地区の蒸発散量分布の推定に関する研究を進展させ、アブデルハカン地区におけ

る用水路単位での必要水量の計算とその水管理への応用について検討した。一方、リモー

トセンシング画像を利用した根寄生雑草ストライガの繁殖域の同定手法に関する研究にも
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着手した。今年度は、ストライガが繁殖域における分光放射特性を把握するための計測シ

ステムについて検討した。なお、本プロジェクトのメンバーである Dr. Bashir が日本学術振

興会・外国人特別研究員に採用され、科学研究費補助金（特別研究員奨励費）を得たこと

から、同補助金で計測システムを購入し、来年度には分光放射特性の調査をスーダンで実

施する予定である。 
３．根寄生雑草種子に対する自殺発芽誘導剤の開発：El Fatih の協力により、発芽刺激物質

を包埋したカプセルの有効性をスーダンでポット栽培試験を行い検証した。実験室では、

拡散性が乏しいものの発芽刺激物質が安定に保持されることが確認されていたが、屋外の

試験では、カプセルから溶出した、発芽刺激物質を溶解させている中鎖脂肪酸トリグリセ

リドにカビが繁殖し、自殺発芽誘導剤としての有効性を認めることはできなかった。カプ

セルに何らかの防菌防黴能を付与する必要性が示された。 
４．根寄生雑草に対する宿主植物の抵抗性機構の解明：サプレッションサブトラクティブ

ハイブリダイゼーション法および定量 RT-PCR 法を用いて、S. hermonthica が寄生した感受

性ソルガム品種 Abu 70 の根で特異的に発現する 30 遺伝子を単離した。これら 30 遺伝子の

発現を、S. hermonthica を寄生させた高感受性品種 Tabat および低感受性品種 Wad Ahmed の

根で解析した。また、サリチル酸およびメチルジャスモン酸を処理したソルガム 3 品種の

根においてもこれら 30 遺伝子の発現を解析した。これらの結果、感受性の宿主植物は、S. 
hermonthica の寄生を傷害ストレスとして認識することが示唆された。一方、低感受性の宿

主植物は S. hermonthica の寄生を傷害ストレスだけではなく微生物の侵入としても認識して

いることが示唆された。 
 この他、縄田が 2008 年 1 月にスーダンを訪問しプロソピスの植生管理地域を調査し情報

収集した。同行した井上は、コムギ圃場を中心に見学し、スーダン農業への理解を深めた。 
 
７－２ セミナー 

2007 年 11 月 20 日、理化学研究所横浜研究所において、「アフリカ資源の高度利用に向け

た植物科学研究」と題した国際シンポジウムを開催した。開催の趣旨は、本事業により実

施されているスーダンとのプロジェクト（神戸大学）、ボツワナとのプロジェクト（奈良先

端科学技術大学院大学）および南アフリカと理化学研究所の間で実施されている JST 戦略

的国際科学技術協力推進事業に関わるプロジェクトがいずれも最終年度に当たることから、

これまでの成果を総括するとともに交換し、それぞれのプロジェクト終了後に、発展的に

新たなプロジェクトの立ち上げを目指した。本シンポジウムには、2008 年 5 月に横浜市で

開催される第 4 回アフリカ開発会議のプレシンポジウムとも位置付けられたこともあり、

JSPS、JST に加えて JICA、横浜市、横浜市立大学、理化学研究所、外務省等、幅広い機関

からの後援を受けた。また、関連各国の在日大使館からも来賓が出席した。このように、

日本とアフリカ諸国との間で科学技術交流が積極的に行われていることに幅広い認知を得

る絶好の機会となった。セミナー前日には理化学研究所横浜研究所を、セミナー翌日には

農業生物資源研究所と作物研究所を見学した。セミナーに参加した研究者に加えて、これ

らの機関の研究者とも交流することで、本事業の枠を大きく超えた人的ネットワークを構

築する契機となった。 
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７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 2007 年 10－11 月に招聘した Nasrein は、日本側拠点機関である神戸大学農学部に 4 週間

滞在し、スーダンで抽出して持参したソルガム由来の DNA の解析を行った。また、「アジ

ア農業戦略入門―英語特別講義―」の講師を務め、神戸大学農学部の学生および農学研究

科の教員・学生を対象に、”Marker assisted breeding of the Stay Green Trait of sorghum to enhance 
terminal drought tolerance in Sudan”と題する講演を行った。学生 19 名を含む 27 名の出席者と

情報交換、討論等を通して交流を深めた。 
 2008 年 1－2 月に招聘した El Tahir は、スーダンにおける作物栽培に関する論文作成に取

り組むとともに、作物の水分ストレスに関する情報収集を実施した。さらに、本プロジェ

クトのフォローアップに関する協議も実施した。また、「農学技術外国語演習（英語）」の

講師を務め、神戸大学農学部の学部生にスーダンの社会や風習を紹介するとともに、スー

ダン農業研究機構（ARC）の研究戦略について説明した。28 名の受講生との活発な質疑応

答があり、農学にとどまらず社会・文化的な側面を含めた充実した交流が実現した。さら

に、滞在中に京都市の総合地球環境学研究所を訪問し、同研究所の各プロジェクト関係者

から、研究概要について説明を受けるとともに、本プロジェクトのメンバーである縄田准

教授他とディスカッションを行った。 
 

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 

プロジェクトの開始以来、相手国側が有する興味深い様々な現象と農業に関わる諸問題

をフィールドから抽出して、共同で解析するという協力体制を基本としている。水資源管

理の分野においては、Dr. Bashir が外国人特別研究員として再来日した際、神戸大学でかね

てから進めてきたリモートセンシング情報による必要水量の推定結果を現地で有効活用す

るために、ゲジラ潅漑地区における詳細な水管理データや地図類を入手してきており、用

水路別必要水量の推定結果の妥当性検証等にこれら資料を活用した。水文気象資料には、

広く公開されているものも少なくないが、潅漑関係の資料が公開されることはまだほとん

どないことから、共同研究の実施においては、現地資料を入手することができるスーダン

人研究者との密接な交流は不可欠である。一方、スーダン人にとっても、日本に来日して

研究に取り組むことで、演算能力が高く記憶容量の大きい計算機を利用でき、高速通信が

可能なインターネット利用環境において、世界各国の研究機関が公開しているデータベー

スから大容量データをダウンロードできるという多大なメリットがあり、両国間の研究交

流は、研究推進上、重要な意味を持つ。 
寄生雑草防除の分野では、スーダンから日本に、ストライガ、ソルガムの種子、および

プロソピスの乾燥葉の提供を受けた。これを材料として日本でストライガに対するソルガ

ムの応答を分子レベルで解析した。また、プロソピスが様々な塩基性成分を生産している

ことを確認した。一方、スーダン人研究者は現地で育種を進めている材料から核酸を抽出

して持参し、神戸大学の研究環境を活用して分析した。 
 

８－２ 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、研究交流によって提供された貴重な河川流
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量資料と、Web 上で公開されているデータベースの諸資料を組み合わせることで、観測デ

ータの乏しさという問題点を克服して、Roseires Dam 上流域については、分布型 VIC 水収

支モデル及び修正型 TOPMODEL による長期流出シミュレーションが可能になった。河川流

量の推定精度は、まだ申し分ないと言えるレベルではないが、日本国土の半分に匹敵する

175,000km2 という広大な流域面積に対して、利用可能な気象観測点が現状で 10 点程度しか

ないことを考慮すれば、概ね良好な再現性が得られている。当初の解析では月単位の水収

支計算にとどまっていたが、現在は、日単位での流出計算が可能になっており、時間的に

細かい解析が可能となっている。 
乾燥地域における持続的潅漑農業では、衛星リモートセンシングを利用したエネルギー

収支モデルによる蒸発散量分布の推定に取り組んできたが、それから得られるゲジラ地区

の潅漑必要水量を用水路（minor canal）単位で求め、その妥当性を検証するとともに、その

情報を細かい水管理に役立てることを検討した。現在、新たに入手した高解像度リモート

センシング画像の活用について更なる検討を進めている。 
 また、本プロジェクトを構成する水資源管理グループと寄生雑草防除グループの接点と

して、衛星リモートセンシングを利用した根寄生雑草ストライガ繁殖域の同定という全く

新しい着想の研究が生まれている。具体的な研究成果を得るまでには至っていないが、Dr. 
Bashir が上述の研究を含めた課題によって、日本学術振興会・外国人特別研究員に採用され

たことから、今後、スーダンにおける現地調査や高解像度リモートセンシング画像の解析

を実施して、その実現可能性を明らかにしようとしており、今後の研究成果が期待される。 
寄生雑草の防除に関しては、過去 3 年間にわたって進めてきた研究が実を結んだ。S. 

hermonthica が寄生した感受性ソルガム品種 Abu 70 の根で特異的に発現する 30 遺伝子を単

離し、その発現を、S. hermonthica を寄生させた高感受性品種 Tabat および低感受性品種 Wad 
Ahmed の根で解析した。その結果、Tabat の応答は Abu 70 と類似することを示した。一方、

Wad Ahmed の根では、Abu 70 および Tabat を上回る発現を示す遺伝子は認められなかった。 
サリチル酸処理によって感受性の 2 品種の根で発現が誘導される遺伝子は認められなか

った。一方、低感受性品種 Wad Ahmed では 5 遺伝子の発現が誘導された。メチルジャスモ

ン酸処理は、3 品種の根に共通して 9 遺伝子の発現を誘導した。S. hermonthica によりジャ

スモン酸応答性の遺伝子発現が誘導されたがサリチル酸応答性の遺伝子発現は誘導されな

かったことから、感受性の宿主植物は、S. hermonthica の寄生を傷害ストレスとして認識す

ることが示唆された。一方、低感受性の宿主植物は S. hermonthica の寄生を傷害ストレスだ

けではなく微生物の侵入としても認識していることが示唆された。 
Wad Ahmed の根でのみ S. hermonthica の侵入に対して特異的に赤色色素が蓄積し、この色

素を含むメタノール抽出物は、S. hermonthica の吸器形成を阻害した。このことから、低感

受性品種は S. hermonthica の発達を阻害する物質を生産することが示された。 
 以上のように、スーダンの畑で確認されているソルガムのストライガ抵抗性と感受性の

原因の一端を分子レベルで解明することができた。 
 
８－３ 若手研究者養成 

 Dr. Bashir は、「スーダン・ゲジラ地区の衛星データによるエネルギー収支モデルと潅漑水

管理への適用」という研究課題で、平成 19 年 3 月に神戸大学から学術博士を授与され、ス
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ーダンに帰国していたが、平成 19 年 8 月に日本学術振興会・外国人特別研究員に採用され、

平成 19 年 10 月 22 日から平成 21 年 10 月 21 日までの 2 年間、神戸大学大学院農学研究科

に滞在することになった（受入研究者：田中丸治哉）。研究課題は「高解像度リモートセン

シングによるスーダンでの水資源管理と寄生雑草管理に関する研究」である。同課題に対

しては、日本学術振興会・科学研究費補助金（特別研究員奨励費、研究代表者：田中丸治

哉）も交付された。この研究課題は本プロジェクトにおける水資源管理グループと寄生雑

草防除グループの接点から生まれた全く新しい着想に基づくユニークなテーマと評価でき

る。Dr. Bashir は 2 月に、神戸大学滞在中の Dr. El Tahir とともに、日本側参加者の一人であ

る平岡幸浩の博士論文発表会で鋭い質問と有益な助言をしたことをはじめ、様々な場面で

日本側の若手研究者養成に貢献した。 
2007 年 10－11 月に招聘した Nasrein は、日本側拠点機関である神戸大学農学部に 4 週間

滞在し、スーダンで抽出して持参したソルガム由来の DNA の解析を行った。PCR 技術を応

用した分子生物学的手法を用いて、環境ストレス耐性品種"Staygreen"と交配して作成された

多くの系統の中から、"Staygreen"の環境ストレス耐性遺伝子が遺伝した系統を多数選抜した。

この滞在を通して、Nasrein は多くの分子生物学的手法を修得した。 
横浜で開催した国際シンポジウムでポスター作成とアブストラクトの編集に中心的な役

割を果たした山内は、面識のあるスーダン人研究者だけではなく、ボツワナおよび南アフ

リカの研究者とも折衝したこと、シンポジウム前後に理化学研究所、農業生物資源研究所、

作物研究所の見学に同行したこと、招聘中の Nasrein に対して研究室内外で支援したこと等

を通して、文化的背景を異にする人々への対応を経験した。海外経験の長い縄田がシンポ

ジウムでの講演をそつなくこなしたのは当然として、多田、岡澤、平岡もポスター発表を

通して多くの研究交流を行い、それぞれ自信を深めたと思われる。プロジェクトの終盤で

はあるが、国際乾燥地農学研究センター（ICARDA）でのポスドクを終えシリアから帰国し

た井上も参加し、今後の共同研究を担っていく若手研究者の一人として、スーダンの研究

者と交流を行った。 
 

８－４ 社会貢献 

平成１９年１１月に理化学研究所で開催した国際シンポジウムは、３プロジェクトが個

別にセミナーを行うよりも大きな規模で開催されたこと、2008 年 5 月に第 4 回アフリカ開

発会議を主催する横浜市で開催したことなどの理由により、アフリカの直面する問題に国

内の大きな関心を集める機会となった。 
また、ストライガの問題もさらなる関心を惹くこととなった。科学技術振興調整費重要

課題解決型プロジェクトアウトリーチング活動の一環として 2008 年 2 月に神戸で行われた

講演会「外来植物のリスクを調べて蔓延を防止する」の後には、新聞社の取材に応えて本

プロジェクトを含めて研究の詳細について説明した。アフリカ開発会議開催の年に本事業

並びに関連活動が、学術誌を通してだけでなく、マスコミを通しても社会にも発信されれ

ば、事業ならびに研究の重要性が社会一般に強く認知されると期待される。 
 

８－５ 今後の課題・問題点 

水資源管理研究に関しては、水資源管理のための分析ツールとして、長期流出シミュレ
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ーションのための分布型水収支モデル等を開発してきたが、スーダン側にこのような流出

解析を専門とする研究者が少なく、この研究課題については、スーダン側からのデータ提

供を除けば、ほとんど日本側主体で研究を進めてきた。今後、その分析ツールの有効活用

で、相互に協力することが課題となろう。たとえば、分析ツールの活用法として、今後の

地球温暖化に伴う流況変化を予測するシミュレーションが考えられる。アフリカ諸国、特

にエチオピア、スーダン、エジプトの 3 ヶ国は、青ナイル川の水資源への依存度が極めて

高いため、将来の流況変化を予測することは重要な課題であり、その成果はスーダン側に

とっても有用であると予想される。 
また、衛星リモートセンシングを利用したエネルギー収支モデルによる蒸発散量分布の

推定は、手法そのものはほぼ完成しているが、得られた情報を現場での水管理に有効活用

するためのシステム設計が必要である。スーダンの水管理者や農家にとって本当に有用な

システムを構築し、リアルタイム情報を安価に提供する方策を検討する必要があろう。高

価な情報機器や衛星画像、高速通信網を前提としたシステムでは、机上の空論に終わる可

能性もあるため、ユーザーの実情を考慮したシステムを考えることが重要な課題である。 
寄生雑草防除研究で取り組んだ課題の一つとして、ストライガに対するソルガムの分子

応答を解析してきた。植物科学の潮流からは、抵抗性に関わると考えられる遺伝子を単離

し、分子生物学的手法による宿主植物の改変を目指したいが、スーダンはソルガムの原産

地であり、遺伝子多様性の拠点であることから、遺伝子組み換えソルガムを栽培すること

は禁じられており、それが解禁される見込みもない。研究に携わる立場としては、学会で

認知されやすい形で成果をまとめたくなるが、スーダンにおけるソルガムは、遺伝子組み

換え作物の社会的許容の問題以上の難問であることを認識しながら今後の共同研究の方向

性を見定める必要がある。短期的には、遺伝子組み換えによるソルガムへの抵抗性賦与は

ストライガの有効な防除方法と考えない方がよいと判断される。 
併せて、3 年間にわたりプロジェクト運営の中核を担ってきた立場から提起したい問題は、

研究参加者個人の位置付けである。本事業は我が国と相手国側でそれぞれ選定した拠点機

関を単位として組織的に共同研究を行うことを特徴としている。所属する機関の支援なく

しては円滑な活動は期待できないし、途上国であればなおさらである。一方、実質的な運

営が個人と個人の関係に大きく依存していることも事実である。個人と個人に比べて、個

人と機関の関係は流動的であり、本プロジェクトでも 3 年間に、スーダン側、日本側双方

の少なからぬ研究者が異動、退職した。最も大きな影響を与えたのは、計画立案時から中

心的な役割を果たしプロジェクト開始時にはスーダン側コーディネーターを務めた Prof. 
Babiker が開始 1 年後に異動したことである。その後も研究協力者として名を連ねたが、ス

ーダン側の運営からは排除されたために、以降、日本側との調整に関与できなくなった。

これにより、2 年度目以降の運営には少なからず腐心した。この経験に基づき、本事業にお

ける参加研究者個人の位置付けを再確認する必要を感じている。 
前年度の報告書にも記したが、やはり、交流を中心とする経費は相手国側研究者にはわ

かりにくいようである。別に作成した Final Report では、ほとんどの参加者が JSPS の支援

に対して深甚な謝意を表しており、本事業の重要性を疑う余地はない。その一方で、プロ

ジェクト開始当初、スーダン側研究者の一部から、参画することに対して何らかの報酬を

期待されたことがあった。また、多額の滞在費が付随する長期派遣については、必ずしも
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次代を担う若手研究者が選ばれていたわけではなかった。今般、アジア・アフリカ諸国と

の科学技術協力が政府開発援助と連携して拡充されようとしていることは、相手国側から

は歓迎されると予想される。 
 

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   ２２本（詳細は添付資料の通り） 

   うち、相手国参加研究者との共著  ９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 １８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 スーダン 米国   合計 

日本 
実施計画  3／35 1／8   4／43 

実績 2／19 1／8   3／27 

スーダン 
実施計画 8／120     8／120 

実績 8／116    8／116 

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

合計 実施計画 8／120 3／35 1／8   12／163

実績 8／116 2／19 1／8   11／143

 

※ 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 

２４ ／ ６４（人／人日） ２５ ／ ５５（人／人日） 

 

  


