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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２２年度 実施計画書 

 
 
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://www.edu.kobe-u.ac.jp/ans-phytochem/AA%20homepage/index.html  
 
３．採用年度 
 平成 ２０ 年度（ ３ 年度目） 
 
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：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 
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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 
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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 ライゾトロンは、寄生初期における宿主植物と根寄生植物の相互作用の観察に優れた装

置である。相手国側実施組織の強い求めに応じて、5 月にナイジェリアより Muranaka と

Boukar を、8 月にはスーダンより Babiker を招聘し、この技術を詳細に伝えた。これらの研

究者は、本事業に関わる研究討議を行うことに加えて、日本国内の関連機関を訪ねさらな

る研究交流の深化と拡大を図った。 
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 11 月にはスーダンでセミナーを開催し、ナイジェリアから Muranaka と Lucky を招聘する

とともに、日本からは杉本、縄田が本事業経費で参加した。さらに、他の経費で数名の日

本人研究者が討議に加わった。当初の計画よりも開催が遅れたために、現地で栽培を依頼

している植物を材料としている井上と山内は渡航を遅らせることができず、セミナーへの

参加を見送った。セミナーの機会に Babiker、Muranara、杉本を中心に本事業の方向性の確

認ならびに展開について討議した。さらに 2 月には Muranaka を本事業経費で、Babiker を他

経費で招聘し、最終年度に向けての打ち合わせを行った。 

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いる。前事業および本事業を中心にして培ってきたスーダンとの交

流成果が発展し、新たに「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 Babiker と杉本が務め

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。目標に掲げていたわけではないが、大型プロジェクトの獲得により、本事

業の目的のうち、研究協力体制の構築と若手研究者養成に関しては、相応の成果を得た。

また、一連の活動は神戸新聞 2 月 24 日朝刊に取り上げられた。 

 個々の研究課題も着実に成果を挙げた。課題１の自殺発芽誘導剤の開発に関しては、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。それぞれの活性を評価し、スーダン産 Striga hermonthica、ナイジェリア産 S. 

gesnerioides、日本産 Orobanche minor が異なる構造要求性を有することを明らかにした。環

境中での安定性向上に向けて、不安定さの原因と考えられる C 環-D 環連結部および 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

ログは見出せなかった。これにより、D 環部構造が活性発現に重要であることを再認識した。

また、いずれの化合物も S. gesnerioides の発芽を誘導しなかったため、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、S. hermonthica に

はほとんど活性を示さず、S. gesnerioides に高い活性を示す画分を得た。 

 課題２は宿主としてマメ科モデル植物ミヤコグサを用い、S.  hermonthica、S. gesnerioides、

O. minor、 O. aegyptiaca の寄生成立に対する応答を調べた。その結果、O. aegyptiaca は寄生

したが、S.  hermonthica は接触するものの侵入できずに褐変化し、O. minor は侵入したもの

の維管束を連結できずに枯死した。S. gesnerioides はミヤコグサの根に侵入を図らなかった。

そこで S. hermonthica が褐変化する原因を分子レベルおよび代謝レベルで解析した結果、S. 

hermonthicaの接触に応答してミヤコグサ根でファイトアレキシン vestitolの生合成に関わる

遺伝子の発現が上昇するとともに、接触した付近で vestitol 様の蛍光を発する物質が分泌さ
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れることを見出した。 

課題３の養水分収奪機構の解析に関しては、スーダン側の協力を得て 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。 

課題４のストライガの光受容・応答の進化に関しては、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。 

 課題２および４の成果の一部を、第 10 回国際寄生植物会議（トルコ）および Plant Biology 
2009（米国）で報告し、本事業により国際共同研究を推進していることを関連分野の研究

者に周知した。なお、スーダンから若手研究者 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、平成 22 年度以降、スーダン人研究

者には様々な機会が提供されることから、本事業での招聘は見送った。 

 
７．平成２２年度研究交流目標 

SATREPS 事業および NEDO 事業の採択により、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ことから、研究協

力体制の構築は十分に達成できたと判断している。本年度は本事業に加えてこれら新たな

二事業の経費を活用して、構築した体制のさらなる発展を目指す。 

学術的観点からは４課題のうち、１．自殺発芽誘導剤の開発については、さらに種子発

芽刺激活性および環境中での安定性等が高く、簡便な構造を有する物質を追及するととも

に、ササゲの分泌する S. gesnerioides の発芽刺激物質の構造を解明し、認識の特異性に関す

るさらなる知見を得ることを目標とする。２．宿主認識機構の解明については、S. 
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hermonthica の接触に応答してミヤコグサ根で誘導される物質を特定し、その生態学的意義

について検証する。親和性の O. aegyptiaca の寄生成立に関わる要因についても追及する。

３．ストライガの宿主成分収奪機構の解明は、前年度までのスーダンにおける実験により、

S. hermonthica の宿主からの養水分収奪機構について、高温・乾燥条件下での気孔の数、開

閉応答、光化学系の耐性に関する基礎的な知見を整備できた。本年度は SATREPS 事業によ

り現地に駐在する日本人研究者の協力も得て、過去 2 年間に得た予備的試験の結果を確信

できるよう、ABA 葉面散布および土壌乾燥ストレス処理条件下における S. hermonthica と宿

主植物の気孔応答および光合成活性の違いについての実験を行う。４．ストライガの光受

容・応答の進化については、S. hermonthica より光合成活性が低いと想定される  S. 

gesnerioides についてもナイジェリア側との連携のもと、光応答ならびに光受容体の解析を

行い、寄生植物の光合成活性と光応答の関係についての知見を深める。さらに、これらの

知見より寄生植物に特有の生理反応を抽出することで、寄生植物の防除戦略に役立てる。 

岡澤、Muranaka が国際共同研究の主役として世界の舞台に躍り出たことで、若手研究者

養成についてもすでに大きな成果を挙げている。両者の活躍に刺激を受けて、今年度は、

井上、山内が大きな飛躍を遂げることが期待される。スーダン側、ナイジェリア側の若手

研究者にもセミナーや研修に招聘し、国際的に活躍する研究者として成長するよう支援す

る。具体的には、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 Hassan を受け入れ、幅広い知識技術の修得とともに世界各地から集まる研修生と

交流する機会を提供する。ナイジェリアからは 9 月に若手研究者 Adepoju を招聘し、セミ

ナーを通して様々な知識を修得するとともに関連分野の研究者と交流する機会を提供する。

さらに、セミナー終了後 2 週間にわたり、宿主植物－寄生植物相互作用の研究手法を伝授

する。 

最終年度に当たり、例年通りのセミナーに加えて、本事業の集大成としての催しを行い

たいと考えている。具体的には、2011 年 3 月に京都で開催される日本農芸化学会大会で、

国際化、環境、植物防除、異分野連携等をキーワードとするシンポジウムを開催し、広く

活動を伝えたい。 

 
８．平成２２年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

１）自殺発芽誘導剤の開発：ササゲが生産する S. gesnerioides 種子発芽刺激物質を単離し構

造を明らかにするとともに、S. gesnerioides に対して強い活性を示すストライゴラクトンア

ナログの作出を目指す。また、自殺発芽誘導剤に実用性を付与するには環境中での安定性

向上が不可欠であるため、ストライゴラクトン類の不安定さの根源である C 環-D 環連結部

および D 環部に関する構造修飾を継続する。 

２）宿主認識機構の解明：S. hermonthica の侵入に対してミヤコグサ根が生産・分泌する物

質を特定し、発芽および初期成長に及ぼす影響を調べ、抵抗性への関与を解析する。また、
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親和性を示す O. aegyptiaca に対する応答と比較して、宿主植物－寄生植物の相互認識に関

わる機構の解明を目指す。 

３）ストライガの宿主成分収奪機構の解明：ABA および土壌乾燥処理した S. hermonthica

およびソルガムの葉の表裏の気孔開度、密度および蒸散速度をポロメータとレプリカ法を

用いて測定する。また、Junior PAM を用いて光合成活性を測定する。さらにストライガ、

ソルガムの葉から光合成系タンパク質を抽出しタンパク質を比較分析する。13CO2 を用いた

トレーサー実験を行い、ABA 処理と土壌乾燥処理が宿主とストライガ間の同化産物の授受

に与える影響を調べる。測定データを解析して、ストライガの宿主からの養水分収奪に及

ぼす気孔反応と光合成活性の影響について検討する。 

４）ストライガの光受容・応答の進化：ナイジェリア側との連携のもと、S. gesnerioides に

ついても光応答ならびに光受容体の解析を行い、寄生植物の光合成活性と光応答の関係に

ついての知見を深める。さらに、これらの知見より寄生植物に特有の生理反応を抽出する

ことで、寄生植物の防除戦略に役立てる。 

 
８－２ セミナー 

本事業と SATREPS 事業の合同国際セミナー「Striga spp., the food security scourge in Africa

（仮）」を 9 月 14，15 日に淡路夢舞台国際会議場で開催する。発表を公開するほか、合宿

形式で行い交流のさらなる深化を図る。将来にわたり研究交流の発展を担うと期待される

現役学生にも参加を促す。そのために、本年度は事業参加者の研究室に所属し本事業に関

連する課題に取り組んでいる大学院生を参加者として登録し、参加に要する国内旅費を計

上した。セミナー参加者は問題点、防除法を議論することで、アフリカを中心として食糧

生産を阻害する大きな要因となっているストライガの防除に向けた知見・経験の整理、深

化が可能となる。これに加えて、国際共同研究の雰囲気の一端に触れることで、若手研究

者が将来の方向性を考える上での選択の幅を広げる。セミナー資料は自作することで経費

を最低限に抑える。合宿形式の利点を最大限に引き出すために、一日目のセッション終了

後に研究者交流会を開催する。SATREPS 事業からはすでに内諾を得ている。SATREPS 事業

に参加せず本事業にのみ参加しているナイジェリア側から招聘する 3 名の研究者の分のみ、

本事業経費より会議費の執行を予定している。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

本事業の日本側参加者は鳥取大学の井上を除いては、京阪神地区に集中している。研究

者交流は、他の参加研究者と井上との密な連携を維持することを中心とする。加えて、実

験材料とする O. minor 種子の収集のための国内出張を計画している。 
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９．平成２２年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    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> <人／人日> <人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 

0/0 

(11/116) 
0/0   

0/0 

(11/116) 

スーダン 

<人／人日> 

0/0 

(10/150) 
 0/0   

0/0 

(10/150) 

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 

<人／人日> 
5/63 0/0    5/63 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 

5/63 

(10/150) 

0/0 

(11/116) 
0/0   

5/63 

(21/266) 

 

※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。（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。） 

※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 国内での交流計画 

28/56 <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流計画状況 

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 

交流予定人数 

（※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> 
 

0/0 

(11/116) 
 

0/0 

(11/116) 

スーダン 

<人／人日> 

0/0 

(5/115) 
  

0/0 

(5/115) 

 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 

0/0 

(5/115) 

0/0 

(11/116) 
 

0/0 

（16/231）

② 国内での交流    0/0  人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

１）自殺発芽誘導剤の開発：スーダンで猛威を奮っている S. hermonthica

の種子に対する、活性および安定性の高い発芽刺激物質の開発を目指す

とともに、S. gesnerioides、O. minor、O. aegyptiaca 種子と応答を比較する。

２）宿主認識機構の解明：S. hermonthica の接触に応答してミヤコグサが

生産・分泌する物質を特定し、S. hermonthica の発芽、初期成長に及ぼす

効果を調べる。 

３）ストライガの宿主成分収奪機構の解明：スーダンでポット栽培した

S. hermonthica と寄生されたソルガムに ABA 葉面散布および土壌乾燥ス

トレス処理を施し、両者の気孔応答および光合成活性の違いについて検

証する。 

４）ストライガの光受容・応答の進化： S. gesnerioides を中心にして行

い、その結果を、すでに得ている S. hermonthica および O. minor について
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の知見と比較する。 

期待される研究

活動成果 

１）様々な寄生植物種子の発芽刺激物質に対する構造要求性に関する知

見が整備される。 

２）宿主植物の耐性に関わる代謝産物およびその生態学的意義が明らか

になる。 

３）S. hermonthica がソルガムから養水分を収奪する際の気孔の重要性が

明らかになる。スーダン側研究者が蒸散測定、光合成測定等、重要な植

物生理学的研究手法に精通する。 

４）光合成能力の喪失および寄生性の進化に伴う、寄生植物における光

合成と光応答の変化について知見が整備される。 

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ストライガ防除法の構築 

（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 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 ﾅｲｼﾞｪﾘｱ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 
0/0 

 
0/0 

ナイジェリア 

<人／人日> 
2/31 

  
2/31 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
2/31 0/0  2/31 

② 国内での交流    0/0 人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

１）自殺発芽誘導剤の開発：ナイジェリアで猛威を奮っている、ササゲ

に寄生する S. gesnerioides 種子の発芽を誘導する物質を、ササゲ水耕液か

ら単離する。また、ストライゴラクトン類縁体を多数調製し、S. 

gesnerioides 種子に有効な化合物を探索する。 

２）宿主認識機構の解明：ミヤコグサをモデル宿主とした実験系で接触

を図らない S. gesnerioides を材料とすることは困難であるため、S. 

hermonthica に対する応答の解析に注力する。 

３）ストライガの宿主成分収奪機構の解明：処理、測定をはじめとして

現地に一週間以上の滞在を必要とするため、旅費および現地での研究経

費が SATREPS 経費により措置されるスーダンにおいて、S.  hermonthica

とソルガムの関係について実施する。 

４）ストライガの光受容・応答の進化：S. hermonthica と比較して光合成

活性が低いと想定される S. gesnerioides の光応答ならびに光受容体を解

析し、寄生植物における光合成と光応答の変化についてより詳細に検討

する。 
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期待される研究

活動成果 

１）S. gesnerioides 種子に有効な発芽刺激物質が見出されるとともに、様々

な寄生植物種子の発芽刺激物質に対する構造要求性に関する知見が整備

される。 

２、３）については、S. gesnerioides を材料とした実験を行わないため、

R-1で S. hermonthicaを用いて得られた実験結果に基づいて S. gesnerioides

の宿主認識機構および宿主成分収奪機構を推測し、防除法を考案する一

助とする。 

４）光合成能力の喪失および寄生性の進化に伴う、寄生植物における光

合成と光応答の変化について知見が整備される。 

日本側参加者数  

７ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ナイジェリア）国（地域）側参加者数 

７ 名 （１３－３（ナイジェリア）国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施する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－地球規模課題

対応国際科学技術協力事業合同セミナー「アフリカにおける食糧生

産を脅かすストライガ」 
（英文）JSPS AA Science Platform Program – SATREPS joint 
seminar on Striga spp., the food security scourge in Africa（仮） 

開催時期 平成２２年９月１４日 ～ 平成２２年９月１５日（２日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、兵庫県淡路市、淡路夢舞台国際会議場 
（英文） Awaji Yumebutai International Conference Center, 
Awaji, Hyogo, Japan 

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 

参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日本 ） 

日本 
<人／人日> 

A. ２３／４６

B. ０

C. ０

スーダン 

<人／人日> 

A. ０

B. ０

C. ５／３５

ナイジェリア 

<人／人日> 

A.     ３／３２

B. １／２２

C. ０

合計 
<人／人日> 

A. ２６／７８

B. １／２２

C. ５／３５

 
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。） 
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セミナー開催の目的 本事業と SATREPS 事業が共同して、一泊二日で合宿形式のセミ

ナーを開催する。アフリカを中心として食糧生産に大きな害を与

えているストライガについての情報を交換するとともに、研究者

に交流の機会を提供する。若手研究者だけでなく大学院生にも参

加を呼び掛け、積極的に運営にも関わってもらう。この経験によ

り、国際共同研究の実施には研究能力に加えて、運営能力、企画

能力等が必要であることを認識させ、次世代の研究者を養成する

一助とする。 

期待される成果 ストライガの生活環制御に関し、分子・物質レベルで先導的な研

究を進めている日本側本事業参加者、ストライガ抵抗性作物育種

に関して先導的な研究を進めている IITA 研究者、ストライガの被

害に直面しており実践的な防除の取り組みを進めるスーダン側研

究者が、経験・最新の知見等を交換する。淡路夢舞台国際会議場

および併設されている宿泊施設で一泊二日の合宿形式でセミナー

を行うことで、研究結果に関する討論だけでなく、新たな人間関

係の構築や研究プロジェクトの立ち上げを目指した意見交換等を

行う十分な時間を共有する。その現場に身を置くことで、若手研

究者や学生は、国際共同研究の楽しさ、緊張感、文化的背景を異

にする研究者間の連携の在り方等を学ぶことができる。一連の活

動を通して、次世代さらにはその次の世代の国際共同研究を担う

人材の育成を期待する。 

セミナーの運営組織 実施責任者     杉本 幸裕（神戸大学） 
会場運営      水谷 正治（神戸大学） 
要旨集作製・広報  山内 靖雄（神戸大学） 
会計        滝川 博郷（神戸大学） 
スーダン側参加者とりまとめ Abdel Gabar Babiker (SUST) 
ﾅｲｼﾞｪﾘｱ側参加者とりまとめ  Satoru Muranaka (IITA) 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国人招聘旅費国内移動分及び 
日本側研究者参加旅費 729,000 円 

   外国人招聘旅費国外移動分 1,181,000 円 
   謝金 50,000 円 

印刷製本費 30,000 円 
   会議費 9,000 円 

外国旅費・謝金に係る消費税 61,550 円 

（相手）国（地域）側 内容              金額    0 
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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>

スーダン 

<人／人日> 

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 0/0 0/0 0/0 

スーダン 

<人／人日> 

0/0  0/0 0/0 

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 

<人／人日> 

0/0 0/0  0/0 

合計 

<人／人日> 

0/0 0/0 0/0 0/0 

②  国内での交流    5/10  人／人日 

 

所属・職名・派遣者名 
派遣・受入先 

（国・都市・機関）
派遣時期 用務・目的 

鳥取大学乾燥地研究セ

ンター・助教・井上知恵 

神戸大学大学院農

学研究科 

4 月 スーダンでの栽培実験条件

の検討・打ち合わせ 

神戸大学大学院農学研

究科・教授・杉本幸裕 

渡良瀬川周辺 6 月 実験材料とするヤセウツボ

（Orobanche minor）採種

神戸大学大学院農学研

究科・准教授・水谷正治 

渡良瀬川周辺 6 月 実験材料とするヤセウツボ

（Orobanche minor）採種

神戸大学大学院農学研

究科・教授・杉本幸裕 

鳥取大学乾燥地研

究センター 

12 月 発芽刺激物質の構造解析 

 

鳥取大学乾燥地研究セ

ンター・助教・井上知恵 

神戸大学大学院農

学研究科 

2 月 スーダンでの栽培実験結果

のとりまとめ 
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１１．平成２２年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 1,138,000 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 1,944,000

謝金 50,000 セミナー関連学生アルバイト 
（5,000/人・日×2 日×5 人） 

備品・消耗品購
入費 

1,659,300  

その他経費 109,000
会議費（3,000/人×3 人） 
印刷製本費（30,000） 
英文校閲料（35,000×2 件） 

外国旅費・謝金
に係る消費税 

99,700  

計 5,000,000 研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 500,000
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。

合  計 5,500,000  

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 620,000 3/6 

第２四半期 3,003,325 27/100 

第３四半期 465,000 1/2 

第４四半期 911,675 2/11 

合計 5,000,000 33/119 

 
 


