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アジア・アフリカ学術基盤形成事業  

平成 20 年度事後評価 （実施報告書） 

 
１．概要 

研究交流課題名 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 

日本側拠点機関名 神戸大学農学部 

コーディネーター

所属・職・氏名 
神戸大学農学部・教授・杉本 幸裕 

相手国（地域）側 

国 名 拠点機関名 コーディネーター所属・職・氏名 

スーダン 

スーダン農業研究機構 

Agricultural Research 

Corporation, Sudan (ARC)

スーダン農業研究機構・教授・ 

Abdel Gabar Babiker（平成 17 年度） 

Abdelbagi Mukhtar Ali（平成 18-19 年度）
 

２．研究交流目標 

 申請時に計画した目標とその達成度について記入してください。 

○申請時の研究交流目標 

ナイル川の水資源の有効利用による大規模灌漑農業の持続的発展とストライガの防除を目標として、次の４

つの課題について共同研究を実施する。 
１．ナイル川の総合的な水資源管理：主要沿川諸国（エジプト、エチオピア等）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灌漑農業の確立：リモートセンシングを援用して、作物の蒸発散量に関する空間

的な情報と精度の高い灌漑用水量の把握を実現するとともに、管理組織と耕作者が密接に連携した農民参加

型の用水管理手法の開発・推進を図る。 
３．ストライガ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ストライガに抵抗性のソル

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。 
４．ストライガ種子に対する自殺発芽誘導剤の開発：植物個体による生産が微量で、自然条件での安定性にも

乏しい発芽刺激物質を、効率的に生産し安定に製剤化する方策を考案する。 
○目標に対する達成度 

■研究交流目標は十分に達成された。 

 □研究交流目標は概ね達成された。 

□研究交流目標はある程度達成された。 

□研究交流目標はほとんど達成されなかった。 

【理由】 

１．分布型 VIC 水収支モデルおよび修正型 TOPMODEL による青ナイル川流域の長期流出解析を実施し、パ

ラメータの空間分布を考慮したモデルと各支流域のパラメータを均一としたモデルを比較すると、前者の方が

16 年間の旬単位ハイドログラフを小さい誤差で再現性できることを明らかにした。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。 

２．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着手した。 

【公 表】 
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３．ストライガに寄生されにくいことが知られている発芽刺激物質低生産ソルガム SRN39 株において、発芽

刺激物質生産に関わると考えられる遺伝子が欠損していることを見出した。また、ストライガが寄生した感受

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。これら遺伝子の発現を、ストライガを

寄生させた高感受性品種 Tabat および低感受性品種 Wad Ahmed の根で解析した結果、感受性の宿主植物はス

トライガの寄生を傷害ストレスとして認識すること、さらに低感受性の宿主植物は傷害ストレスだけではなく

異種生物の侵入としても認識していることが示唆された。 

４．発芽刺激物質を包埋したカプセルの有効性の検証のため、スーダンでポット栽培試験を行った。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。 

以上のように、3 年間の研究交流を通してスーダンにおける食糧生産の増大と安定化に寄与する知見を積み

上げることができ、目標は十分に達成されたと判断できる。なお、いずれの課題も今後のさらなる研究を必要

としており、後述するように、本事業で得られた研究成果や人的ネットワークを生かして研究を継続している。

 
 

３．研究交流活動の成果 

これまでの交流を通じての成果を「学術的側面」「若手研究者の養成」及び「継続的な研究教育拠点の構築」の観

点から記入してください。また、活動成果から発生した波及効果がある場合には記入してください。 

○学術的側面 

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、

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。 

寄生雑草の防除に関しては、3 年間にわたって進めてきた研究が実を結んだ。ストライガが寄生した感受性

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、ストライガを寄生させた高感

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。ストライガ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、ストライガ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ストライガの寄生を、傷害ストレスだけではなく異種

生物の侵入としても認識していることが示唆された。ストライガ種子自殺発芽誘導剤に関しては、実験室レベ

ルでの有効性は確認されたが、応用に向けては、製剤方法に相当の工夫を必要とすることが認識された。 
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○若手研究者の養成 

本事業の活動を通して 2 名が博士の学位を取得した。 

ARC の研究員であり国費留学生として神戸大学に在籍していた Bashir M. Ahmed 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

戸大学から博士（学術）を授与された。現在、JSPS 外国人特別研究員として神戸大学大学院農学研究科に滞

在し、研究のさらなる発展に取り組んでいる（受入研究者：田中丸治哉）。 

 平岡幸浩は「根寄生植物に対する宿主および非宿主植物の応答の分子解析」という研究課題で、平成 20 年

3 月に神戸大学から博士（農学）を授与された。現在は民間企業において、高度な専門性を有する職業人とし

て、引き続き植物科学分野の発展と応用展開に貢献することが期待されている。 

また、本事業に参加した若手研究者の一人である縄田浩志（前鳥取大学乾燥地研究センター講師）は、2008

年 1 月に総合地球環境学研究所（Research Institute for Humanity and Nature: RIHN）准教授に栄転し、スーダン

をはじめとするアラブ諸国に関するプロジェクト「アラブ社会におけるなりわい生態系の研究」の推進に当た

っている。 

言語・文化等を異にする若手研究者同士が多くの時間を共有し議論を重ねることで、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事柄を学び、今後世界に活躍の場を広げていく上で大きな自信を得

る良い機会となった。 

○アジア・アフリカ地域における継続的な研究教育拠点の構築 

水資源利用関係では、JSPS 特別研究員として神戸大学で研究を継続している Dr. Bashir を架け橋として、

ARC との協力関係が維持されている。受入研究者の田中丸と Bashir は、科学研究費（外国人特別研究員奨励

費）の援助も受けており、2008 年 10 月下旬には、同研究費によって Bashir がスーダンでの現地調査を実施す

る予定であるが、ARC の協力が約束されている。 

寄生植物研究の中心であり、本事業開始時点でのスーダン側コーディネーターの Prof. Babiker が、開始 1 年

後にスーダン科学技術大学（Sudan University of Science and Technology: SUST）に異動した。それ以来、寄生植

物に関する研究協力体制は、ARC だけでなく SUST にも広がった。現在、Prof. Babiker と杉本および国際熱帯

農業研究所（International Institute of Tropical Agriculture: IITA）の Dr. Muranaka をコーディネーターとして、新

規のアジア・アフリカ学術基盤形成プログラム（平成 20-22 年度）を実施している。本事業は拠点機関を単位

としているが、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。研究者の異動に伴

って協力拠点機関が広がり、さらに、これまで培ってきた研究者間の強固な協力関係を通して、着実にスーダ

ンにおける研究教育拠点の強化が進んでいる。 

○成果の波及効果 

本事業を通してスーダンの現状を体験し、また、現地研究者から様々な知見を得る中で、スーダン農業に深

刻な問題となっているもう一つの雑草プロソピス（Prosopis spp.）防除の重要性も認識されてきた。プロソピ

スは乾燥耐性が高い灌木であり、緑化を目的に海外の NGO が導入した。緑化には有効であったが、旺盛な繁

殖力によって畑や水路沿いに広がり、作物の生産を困難にしている。その防除と有効利用を中心課題とした

RIHN のプロジェクトが、縄田をリーダーとして平成 20 年度よりプレリサーチとして実施されており、平成

21 年度より本研究が開始される予定である。 

Dr. Bashir の JSPS 特別研究員としての研究課題である「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」は、本事業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交

流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である。 
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４．研究交流活動の実施状況 

３カ年の交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」ごとに、交流人数・交流相手国・概略を記

入してください。 

○共同研究  

延べ交流人数： 41 人 延べ交流日数： 388 日 

  交流相手国：   スーダン                                

 【概要】 

スーダンに派遣 12 人 122 日：事業開始時および終了時にスーダン拠点機関を訪問したほか、事業実施途中

でも適宜訪問し、研究の方向性や交流の在り方について議論し、円滑な交流活動の推進を図った。 

スーダンより招聘 11 人 215 日：毎年度末には、当該年度の研究および交流活動の取りまとめを行い、次年

度の活動計画の策定を行った。さらに、1-2 ヶ月にわたり研究者を受け入れ、技術移転を図った。 

第三国（いずれも米国）に派遣 2 人 15 日：研究成果を国際学会で発表した。 

日本国内における交流 16 人 36 日：機会がある度に招聘研究者とともにスーダン大使館を訪ね、事業の進捗

状況を説明し、円滑な推進に協力を求めた。また、適宜、日本側協力機関である鳥取大学を訪ね、円滑な活

動の推進を図った。さらに、国内学会で研究成果を発表するとともに、植物材料の採取にも出かけた。 

○セミナー  

延べ開催回数：  3 回、延べ交流人数： 25 人 

  交流相手国：    スーダン、南アフリカ、ボツワナ                   

【概要】 

第 1 回 Agricultural Problems in Sudan and the Countermeasures（神戸大学）出席者 51 名 

 水資源管理に関する 6 課題、寄生植物防除に関する 5 課題について発表が行われた。日本側研究者にとって

は、現状を認識して理解を深める機会、スーダン側研究者にとっては日本側研究者の関心、考え方、方法論

等について把握する機会となり、両研究領域を統合した課題を立ち上げていくことの重要性が確認された。

第 2 回 Prospects of Water Management and Parasitic Weeds Control in Sudan (Wad Medani, Sudan) 出席者 82 名 

 日本側研究者にとっては、講演とともにフィールド見学により、スーダン農業が抱える諸問題についての理

解を深めることができた。滞在中、頻繁に非公式の討論の場が持たれ、本事業終了後も共同研究を続けてい

くために、留学機会の確保、交流・研究経費の確保等の具体的な方策について議論が行われた。 

第 3 回 Toward Advanced Use of African Resources in Plant Science（理化学研究所横浜研究所）出席者 83 名 

 アフリカの農業関連課題に取り組む 3 機関、すなわち、神戸大学（JSPS）、奈良先端科学技術大学院大学

（JSPS）、理化学研究所（JST）の各プロジェクトが合同で国際シンポジウムを開催した。アフリカ諸国が直

面している諸問題に関わる共通点、相違点を見出して、総合的な議論が展開された。横浜で開催されるアフ

リカ開発会議のプレ企画としても位置付けられ、一般市民にもアフリカ植物資源の重要性を訴えてアフリカ

への関心を高めることにも貢献した。 

○研究者交流  

延べ交流人数： 23 人 延べ交流日数： 24 日 

  交流相手国：    スーダン                                   

 【概要】 

拠点大学交流会への出席、および、研究協力機関である鳥取大学での打ち合わせのほか、農学部・農学研究

科の教員・学生を対象にスーダン側研究者による農業戦略についての講演を行うなど、積極的な情報交換や討

論等を通して交流を深めることができた。招聘研究者の来日時の送迎等、研究者の滞在を積極的に支援するこ

とが、事業の円滑な遂行に大いに寄与する結果となり、研究課題以外においても、社会・文化的な側面を含め

た充実した交流を実現することができた。 
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５．事業の実施体制 

 本事業における、日本側拠点機関の実施体制、相手国拠点機関との協力体制、事務支援体制、事業終了後の活

動状況等について記入してください。 

○日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

 本事業は、水資源管理研究における畑と Prof. Abdelhadi の関係および寄生植物研究における杉本と Prof. 

Babiker の関係を基軸に企画され推進された。事業開始 1 年後に畑が退職し、水資源管理グループ代表の役割

は田中丸が引き継いだ。国内協力機関である鳥取大学乾燥地研究センターは杉本の前任地であり、スーダン人

研究者との協力関係の基礎はここで醸成されたため、同センターが協力機関として参画したことは必然であっ

た。事業申請時点で参加を表明した 3 名のうち、縄田がきわめて積極的に本事業に参画した。また、3 年度目

に、同センターに助教として着任した井上が本事業に参加した。短期間ではあったが、交流、共同研究ともに

大きな役割を果たした。 

 このように、本事業を通して日本側拠点機関の神戸大学農学部は、ARC との間ではじまったスーダンとの

研究協力関係を SUST に広げるとともに深化させた。協力機関である鳥取大学乾燥地研究センターも大いに貢

献した。この関係は、新たなアジア・アフリカ学術基盤形成事業だけでなく RIHN のプロジェクトにも引き継

がれている。 

○相手国協力機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

 前述の通り、本事業は拠点機関を単位としているが、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。スーダン側協力機関であるゲジラ大学では、Prof. Adam と畑が共同研究を進めていたが、

事業開始 1 年後に畑が退職し、間もなく、Prof. Adam も退職したことから、協力関係の主軸は徐々に ARC に

移行することとなった。JSPS 特別研究員として受け入れている Dr. Bashir を架け橋として神戸大学と ARC の

関係は現在も強固に維持されている。さらに、同じく事業開始 1 年後に Prof. Babiker が SUST に異動したこと

により、研究交流が SUST にも広がり、現在、SUST とは急激に研究関係の構築が進んでいる。 

○日本側拠点機関の事務体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等） 

 神戸大学では、国際交流推進本部を核とした全学体制によって国際業務支援を行っている。各事業の戦略的

位置付けを確認し、継続的に交流を実施することができるよう、各部局や外国人研究者に対する支援体制を整

備している。また、経費支給期間終了後も国際研究教育拠点として継続的な活動が可能なように競争的資金の

情報等を提供している。 

本事業においては、事業開始当初より、コーディネーターを中心として議論を進めていく中で事業の円滑な

実施を眼目として業務を行う気運が醸成され、教職員間の信頼関係も確立された。事務職員の異動は教員より

も頻繁であるが、国際的な学術事業が継続されれば、事務組織においても事業運営の経験が継承されるため、

現在、非常に効率的かつ現実的に行われている事務体制は維持されると考えられる。事業の継続は、研究面か

らだけでなく、それを支援する体制を維持する点からも重要である。 

○事業終了後の拠点機関としての活動状況 

 水資源管理関係では、Dr. Bashir を JSPS 特別研究員として受け入れ、ARC との共同研究を継続している。

また、Dr. Bashir の研究課題の一つに、本事業の途中で新たに生まれた、リモートセンシングによるストライ

ガの分布の把握が含まれていることは、本事業の成果が次の段階に生かされている証左である。 

 寄生植物関係では、平成 20 年度より、スーダン（SUST）とナイジェリア（IITA）を相手国とした新たなア

ジア・アフリカ学術基盤形成事業「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」を開始

している。 
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６．この課題に関連した主な発表論文名・著者名 

コーディネーターあるいは参加研究者が実施期間中に既に発表した、この交流の成果となる主な論文等を記載して

ください。コーディネーター・参加研究者の氏名にはアンダーラインを付してください。また、相手国の参加研究者との

共著論文には、文頭の番号に○印を付してください。 
 

Ⅰ．学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済み及び採録決定済のものに限り、査読中・投稿中のものは除く。 

① 
 

著者名 Bashir, M.A., Hata, T., Abdelhadi, A.W., Tanakamaru, H. and Tada, A. 

題 名 
Satellite-based evapotranspiration and crop coefficient for 

irrigated sorghum in the Gezira scheme, Sudan 
掲載誌名

Hydrology and Earth System 
Sciences Discussions 

発行所 Copernicus Publications 巻号 3 頁 793～817 発行年 2006 年 査読 有・無 

② 
 

著者名 Shamselddin, M.A., Hata, T., Tada, A., Bashir M.A., and Tanakamaru, H. 

題 名 
Estimation of flooded area in the Bahr-Eljabel basin using 

remote sensing techniques 
掲載誌名

Hydrology and Earth System 
Sciences Discussions 

発行所 Copernicus Publications 巻号 3 頁 1851～1877 発行年 2006 年 査読 有・無 

③ 
 

著者名 Abdelhadi, A.W., El Awad, S.E.A., Bashir, M.A., and Hata, T. 

題 名 Evaluation of wheat bed planting system in irrigated vertisols of Sudan 掲載誌名
Agricultural Mechanization in 
Asia, Africa and Latin America

発行所 
Farm Machinery 

Industrial Research Corp. 
巻号 37 頁 62～67 発行年 2006 年 査読 有・無 

④ 
 

著者名 Bashir, M.A., Hata, T., Tanakamaru, H., Abdelhadi, A.W. and Tada, A. 

題 名 
Remote sensing derived crop coefficient for estimating crop water 
requirements for irrigated sorghum in the Gezira scheme, Sudan 

掲載誌名
Journal of Environmental 

Informatics 

発行所 

International Society 
for Environmental 

Information Sciences 
巻号 10 頁 47～54 発行年 2007 年 査読 

有・無 

⑤ 
 

著者名 Bashir, M.A., Hata, T., Tanakamaru, H., Abdelhadi, A.W. and Tada, A. 

題 名 
Satellite-based energy balance model to estimate seasonal evapotranspiration 

for irrigated sorghum: a case study from the Gezira scheme, Sudan 
掲載誌名

Hydrology and Earth System 
Sciences 

発行所 Copernicus Publications 巻号 12 頁 1129～1139 発行年 2008 年 査読 有・無 

６ 

著者名 Sugimoto, Y. and Ueyama, T. 

題 名 Production of (+)-5-deoxystrigol by Lotus japonicus root culture 掲載誌名 Phytochemistry 

発行所 ELSEVIER 巻号 69 頁 212～217 発行年 2008 年 査読 有・無 

７ 

著者名 Hiraoka, Y. and Sugimoto, Y. 

題 名 
Molecular responses of Sorghum bicolor to Striga hermonthica 

parasitism 
掲載誌名 Weed Science 

発行所 Weed Science Society of America 巻号 56 頁 356～363 発行年 2008 年 査読 有・無 

８ 

著者名 Kubo,M., Ueda, H., Park, P., Kawaguchi, M., and Sugimoto, Y. 

題 名 Reactions of Lotus japonicus ecotypes and mutants to root parasitic plants 掲載誌名 Journal of Plant Physiology

発行所 ELSEVIER 巻号  頁 in press 発行年 年 査読 有・無 

９ 

著者名 Abdel Gabar Babiker 

題 名 Striga: The spreading scourge in Africa 掲載誌名 植物の生長調節 

発行所 植物化学調節学会 巻号 42 頁 74～87 発行年 2007 年 査読 有・無 

１
０ 

著者名  

題 名  掲載誌名  

発行所  巻号  頁 ～ 発行年 年 査読 有・無 
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Ⅱ．国際会議における発表 

 ・著者（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、論文等の番

号、月・年を記載すること。発表者に○印を付すこと。 

 ・口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載すること 

１ 

著者名 ○Bashir, M. A., Hata, T., Tanakamaru, H., Abdelhadi, A.W. and Tada, A. 

題 名 
Spatial distribution of seasonal evapotranspiration for irrigated sorghum using 
satellite-based energy balance model: a case study from Gezira scheme, Sudan

口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
5th International Conference on 

Environmental Informatics 
場所 Bowling Green, USA 番号 11 8 月  2006 年 

２ 

著者名 ○Sugimoto, Y. 

題 名 In vitro production of strigolactones by plant root cultures 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 9th World Congress on Parasitic Plants 場所 Charlottesville, USA 番号  6 月 2007  年 

３ 

著者名 ○Ueda, H. and Sugimoto, Y. 

題 名 
Molecular analysis of Lotus japonicus response against 

Orobanche aegyptiaca and Striga hermonthica parasitism 
口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 9th World Congress on Parasitic Plants 場所 Charlottesville, USA 番号 P43 6 月 2007  年 

４ 

著者名 ○Sugimoto, Y., Yasuda, N., Ueyama, T., and Wakiuchi, N. 

題 名 
Strigolactones, germination stimulants for parasitic weeds Striga and 
Orobanche; action mechanisms, in vitro prodeuction and biosynthesis 

口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
IUPAC International Conference 

of Pesticide Chemistry 
場所 Kobe, Japan 番号  8 月 2006 年 

５ 

著者名 ○Sugimoto, Y. 

題 名 
Molecular analysis of Lotus japonicus response against 
Orobanche crenata and Striga hermonthica parasitism 

口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 
The Bi-national Japan-Israel Workshop on 

Aspects of parasitic weeds: biology and control
場所 Bet-Dagan, Israel 番号  3 月 2007 年 

 
Ⅲ．国内学会・シンポジウム等における発表 

 ・Ⅱと同様に記載すること 

１ 

著者名 ○Sugimoto, Y. 

題 名 Germination stimulants for seed of root parasitic weeds 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 日本植物学会シンポジウム 場所 富山 番号  9 月  2005 年 

２ 
著者名 ○Abdel Gabar Babiker 

題 名 Striga/sorghum interactions: Post germination chemical signals 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 日本植物学会シンポジウム 場所 富山 番号  9 月  2005 年 

３ 

著者名 ○杉本 幸裕 

題 名 根圏情報物質ストライゴラクトンの化学と機能 口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名 植物化学シンポジウム 場所 東京 番号  12 月  2006 年 

４ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

５ 

著者名  

題 名  口頭・ポスター 査読 有・無 

学会名  場所  番号  月  年 

 


