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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:// ealfor.ans.kobe-u.ac.jp/AA/                   
 
３．採用年度 
 平成２０年度（ ２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：人間文化研究機構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（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）Sudan University of Science and Technology 

      （和文）スーダン科学技術大学 
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 
１）自殺発芽誘導剤の開発：ストライガ種子発芽刺激物質の構造最適化を進める過程で、

S. gesnerioides の発芽要求性が厳格であることを見出した。現在までに S. hermonthica の発芽

を誘導する合成薬剤は数多くあるが、S. gesnerioides に対して効果を示す化合物は全く見出

されていない。発芽要求性の違いを明確にすることは、受容体をはじめとする将来の生化

学的解析の基礎として重要である。その意味で、スーダンとナイジェリアを相手国とする

新たな共同研究の展開も期待できる課題である。 

２）ストライガの宿主認識機構の解明：前の世代が寄生していた宿主植物が、次の世代の

ストライガの宿主選択性に影響するという圃場での知見を、ライゾトロンで再現しようと

試みたが、寄生初期にそのような選択性は全く認められなかった。本課題を当初の計画通

りに進めることはできないので、宿主植物のストライガの侵入に対する応答を解析するこ
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とに研究の方向を転換する予定である。 

３）ストライガの宿主成分収奪機構の解明：スーダンでソルガムとそれに寄生する S. 

hermonthica の気孔応答を同時に計測し、乾燥条件下で、ソルガムに比べて S. hermonthica の

気孔が閉じにくいことを確認できた。ソルガムから S. hermonthica への養水分の移動に気孔

開度の違いが関わることを支持する結果であり、本課題を推進していく基盤となる知見が

得られた。 

４）ストライガの光受容・応答の進化：S. hermonthica 種子の発芽における光応答は、近縁

のオロバンキと同様であり、一般の光合成植物とは異なっていた。一方、幼植物体の生育

過程の応答はオロバンキと異なり、一般の光合成植物と同様であった。このように、S. 

hermonthica が光応答を研究する興味深い材料であることを見出した。 

 以上の研究で、発芽や寄生初期の応答に関する実験は SUSTから提供された S. hermonthica

種子および IITAKano から提供された S. gesnerioides 種子を用いて行われた。S. hermonthica

個体を用いた実験は SUST で実施した。研究成果の一部は連名で公表された。セミナーには

両協力機関から 3 名ずつを招聘し、連日、討議・交流を重ねる過程で、新たな人間関係も

構築された。このように一連の研究交流活動を通して着実に両協力機関とのネットワーク

の構築は進んでおり、同時に、日本のグループを仲立ちとして、SUST と IITA Kano との関

係も深まりつつある。参加研究者には、申請に際して本事業が研究拠点の構築とともに若

手研究者の育成を目的とすることへの理解を得ている。この趣旨を踏まえて、日本側の井

上、岡澤、山内を中心として、相手国機関の Dr. Hassan、Ms. Amani (SUST)、Dr. Muranaka (IITA)

との若手研究者どうしの親交も深まり、研究者ネットワークの拡張および若手研究者の育

成にも成果を挙げることができた。さらに、参加研究者に加えてはいないが、日本側参加

研究者の研究室に所属する大学院生、学部学生にとっては、関連の研究に携わっている者

を中心に招聘した相手国側研究者と討論する機会を得たほか、日常生活の一部をともにす

ることで、言語、習慣、文化等を異にする研究者との交流を通して、国際性を涵養するこ

とができた。セミナーには、取り組んでいる研究課題に関わらず多くの大学院生、学部学

生に、国際共同研究の意義を実感する機会を提供することができた。Dr. Muranaka および

Dr. Boukar が本事業について IITA Kano で紹介したことを受けて、ナイジェリア Bayero 大学

の若手研究者 Dr. Emmanuel Aigbokhan より共同研究の申し出を受け、新しい研究者交流も芽

生えている。このように、共同研究に関しては必ずしも想定していたような結果を得てい

るわけではないが、初年度の研究交流活動はおおむね目的を達したと言える。 

 
７．平成２１年度研究交流目標 
平成 20 年度の交流で、スーダン、ナイジェリア両国の研究者から、寄生初期過程におけ

る宿主植物と根寄生植物の関係を簡便に観察できる装置、ライゾトロンの作成ならびにそ

れを用いた実験技術の移転を強く求められた。これに応えて、5 月にはナイジェリア側参加

研究者である Dr. Boukar と Dr. Muranaka を 2 週間招聘する。また、この機会に両名はつく

ばの国際農林水産業研究センターおよび農業生物資源研究所を訪問し、主要な研究対象で

あり S. gesnerioides の宿主植物でもあるササゲに関する情報収集も行う予定である。神戸で

は、ナイジェリア側コーディネーターの Dr. Muranaka と共同研究の方向性の調整も行う。

 3



スーダンからは、11 月～12 月に Dr. Hassan を招聘して、同じく、ライゾトロン技術の移転

を行う。Dr. Hassanにとって、長期にわたり他国で研究に従事する初めての機会となる。SUST

の Prof. Babiker は本事業を通したスーダン側若手研究者の育成を強く希望しており、本招聘

はそれに応えることにもなる。滞在中に日本側の対応の主体となる山内にとっても、国際

性を涵養する絶好の機会となる。 

当初掲げた研究交流目標 4 課題について、内容を一部修正しながら共同研究を推進して

いく。課題１の発芽刺激物質に関してはスーダン産の S. hermonthica とナイジェリア産の S. 

gesnerioides に日本産の O. minor を加えて応答性を比較することで、構造と活性の関係の理

解を深めていきつつ、応用に向けて化合物の最適化を進める。課題２の養水分収奪機構の

解析に関しては、引き続きスーダンで S. hermonthica とソルガムの関係について知見を積み

上げていく。課題３の宿主認識機構、課題４の光応答についても、基本的にはソルガムと

S. hermonthica の関係について研究を進める。S. gesnerioides の宿主植物であるササゲは、幼

植物がソルガムに比べて大きいため、実験には大型のライゾトロンが必要となり、国内で

の取扱が困難である。また、形態もオロバンキに近く、葉はクロロフィルの発達も乏しい

ため、課題２～４の実験対象としての魅力は S. hermonthica には劣る。したがって、国内で

は課題１以外については、S. hermonthica に関する研究を先行させ、興味深い知見を得たと

きに、比較のために S. gesnerioides を用いた実験も行うことが適当と考えている。 

平成 21 年度のセミナーは、総合地球環境学研究所のスーダンプロジェクトと共同で、11

月にスーダンのカルツームで開催する。ここには Dr. Muranaka も招聘するので、Prof. Babiker

を交えてコーディネーター三者による事業の方向性の調整も行う。平成 21 年度末にはスー

ダン側コーディネーターの Prof. Babiker を招聘して平成 22 年度の計画を含めて、共同研究

について打ち合わせる。 

一連の活動を通して、各研究拠点の充実を図りつつ、拠点間の連携も密にする。同時に、

助教としてアカデミアに職を得ている若手研究者である山内、岡澤、井上を中心に個々の

活動を推進してもらい、次代の国際共同研究の担い手としての自覚と実力の養成を図る。

大学院生、学部学生はスーダンで開催されるセミナーには帯同できないが、日本国内での

共同研究に関わる機会を積極的に設け、国際性を涵養するとともに、将来の国際共同研究

に資する人材の発掘に努める。 

 この他、第三国への研究訪問を 2 件予定している。いずれも植物に関する国際会議であ

り、6 月には杉本が第 10 回国際寄生植物会議（トルコ）に、7 月には岡澤が Plant Biology 
2009（米国）に出席して、本事業による研究成果を報告する。 
 
８．平成２１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：これまでに化合物が受容体と相互作用すると考えられる部分

の平面性を保つことが重要であるという知見を得ている。これをさらに発展させて、高活

性化合物の開発に取り組む。構造要求性の異なる種子を有している利点を活かして、構造

と活性の関係についても知見を積み上げる。 

２）宿主認識機構の解明：ストライガの侵入に対する宿主植物の応答を、分子レベルで解
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析し、親和性、非親和性に関わる要因を解析する。ソルガムだけでなくモデル植物の宿主

として用いることで、寄生応答に関する情報の整備を図る。 

３）ストライガの宿主成分収奪機構の解明：気孔開度に影響を与えると考えられる処理と

して、前年度に行った土壌乾燥に加えて、ABA 葉面散布を行い、スーダンでストライガと

寄生されたソルガムの気孔応答を調べる。同時に、光合成活性も比較し、ストライガの寄

生生活を可能にする要因を解析する。 

４）ストライガの光受容・応答の進化：ストライガの光受容体のクローニングを行い、光

合成植物と全寄生植物の配列と比較することにより，光受容体の進化について解析する。 

 一連の共同研究のなかで、SUST の Dr. Hassan、Ms. Amani と井上が中心的な役割を担っ

ている課題３が最も活発な若手研究者の交流の場となっている。本年度からは気孔開度に

加えて、光合成活性も測定項目に加えて研究の深化を図る。その実施のために山内もこの

課題に参画して SUST での共同実験に加わるので、交流基盤が厚くなり、さらなる若手研究

者の育成が期待される。また、Dr. Hassan はライゾトロン技術修得を含めて神戸大学でも共

同研究を実施する。彼の滞在中は山内が日本側の主体として対応するため、両者の関係が

密になり、初年度は Prof. Babiker と杉本を軸としていた SUST と神戸大学との交流基盤に、

Dr. Hassan と山内という若手研究者の軸が加わる機会となる。さらに、同じ技術の修得を目

的の一つとして IITA から Dr. Muranaka と Dr. Boukar が神戸に滞在する。SUST の研究者と

IITA の研究者の滞在時期は異なるが、共通の技術を両機関に移転することによって、同じ

現象を神戸大学、SUST、IITA の三機関で再現することが可能になり、三機関のいっそうの

連携強化につながると期待される。招聘する研究者はいずれも神戸滞在中に大阪大学の岡

澤の研究室も訪ねる予定であり、若手研究者を軸とする新たな研究機関の連携の契機とな

る。また、本事業の目的の一つである若手研究者育成の趣旨に沿って、招聘する研究者の

滞在中には、招聘研究者と日本側参加研究者の研究室に所属する大学院生、学部学生との

間で、研究活動のみならず日常生活の様々な場面において密な交流が行われる。研究者を

目指す大学院生、学部学生に対して世界が身近な活動の場であることを実感させ、将来の

進路を考える上での生きた情報を提供する。 
 

８－２ セミナー 

 本事業にも参加している総合地球環境学研究所（地球研）の縄田の率いるプロジェクト

「アラブ社会におけるなりわい生態系の研究――ポスト石油時代に向けて」は 4 つのサブ

プロジェクトから構成されており、そのうちの１つがスーダンを拠点とする難防除植物メ

スキートの防除と有効利用に関する研究である。平成 21 年度は本事業と地球研プロジェク

トの共同開催としてスーダンで「Towards a sustainable management of the noxious 
weeds mesquite (Prosopis spp.) and Striga  hermonthica in Sub Saharan Africa（仮）」

と題するセミナーを開催する。ストライガとメスキートはスーダンに分布を広げた経緯や

もたらす害の性格が異なるが、ともにスーダン農業に深刻な問題をもたらしている植物で

あるため、それぞれを研究対象としている研究者が一堂に会して、問題点、防除法を議論

することで、包括的なスーダン農業の改善に向けた議論が可能となる。セミナーに関連し

て予定されているストライガおよびメスキートの多発地域の視察により、問題の深刻さと
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防除研究の意義への理解が進むと期待される。 

 セミナーには IITA の研究者も参加するので、ともにストライガを共通の研究課題として

いる SUST と IITA の連携が強くなることは疑いない。また、本セミナーには、地球研のス

ーダンプロジェクトから、石巻専修大学、京都府立大学の研究者も参加を予定している。

専門分野が本事業から参加する神戸大学、大阪大学、鳥取大学の研究者とは異なるので、

本セミナーは、様々な研究機関に所属する日本人研究者と SUST および IITA の研究者によ

る学際交流の場ともなる。SUST を中心とするスーダンの若手研究者、大学院生、学部学生

にとっても、国際性を涵養し、海外、特に日本を意識して自らの活躍の場を展望する好機

となると期待される。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 杉本が 6 月にトルコで開催される第 10 回国際寄生植物会議（10th World Congress on 

Parasitic Plants）にて、ストライガの寄生を受けた植物の抵抗性応答について報告する。

本会議には世界の寄生植物研究者が参集するため、本事業の成果を公表し討論することで、

有益な知見、情報を得ることが期待される。本会議には、JSPS 国際学会等派遣事業により

岡澤も参加し発表する。 

 岡澤は 7月に米国で開催される Plant Biology 2009 に参加し、寄生植物の環境応答につ

いての研究成果を報告する。本会議には，植物の環境応答を専門とする植物生理学者も多

く参加することから、実施中の研究に有益な意見の交換が期待される。 

 この他、実験材料の収集のため、初夏に関東一円で自生している根寄生雑草 O. minor 種

子を採集する。ストライガは植物防疫法に関わる輸入禁止品であり取扱いに制限が多いた

め、予備的な実験の多くに、自由に取り扱える近縁の O. minor 種子を用いる。本事業に参

加する日本人研究者のほとんどは京阪神地区に勤務しているので打ち合わせは随時行える

が、鳥取大学の井上とは、必要に応じて、訪問もしくは招聘することにより、打ち合わせ

を行う。研究成果は植物化学調節学会（10 月、東北大学）、農芸化学会（3 月、東京大学）

等で発表し、関連分野の研究者との討論を通して、今後の共同研究の方向性を考える機会

とする。 
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９．平成２１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>

※トルコ

<人／人日>

※ｱﾒﾘｶ 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 

３／２９

（2／15）
０／０ １／８ １／８ 

５／４５ 

（２／１５）

スーダン 

<人／人日> 
２／４３     ２／４３ 

ナイジェリア 

<人／人日> 
２／２８ ２／１０    ４／３８ 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
４／７１ 

５／３９

（2／15）
０／０ １／８ １／８ 

１１／１２６

（２／１５）

 

※共同研究（Ｒ－１，Ｒ－２）に係る研究成果の発表のため、トルコ（6月 6－13 日）およ

び米国（7月 16－23 日）で開催される学会に出席 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

６／１１<人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

 

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   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

    

スーダン 

<人／人日> 

２／４３   ２／４３ 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

２／４３   ２／４３ 

② 国内での交流       ２人／２人日 

２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

 

１）天然由来の発芽刺激物質の構造改変を進め、S. hermonthica の種子に

対する発芽刺激活性および安定性を評価する。他の根寄生雑草種子と応

答を比較し、発芽要求性に関する知見を整備する。これにより、S. 

hermonthica の発芽に特異的な構造要求性が明らかになると期待される。

２）ライゾトロンで S. hermonthica に寄生されたソルガムおよびモデル植

物の応答を解析する。これにより、S. hermonthica.に対する感受性の異な

る宿主植物の応答の詳細が明らかになると期待される。また、ライゾト

ロン技術をスーダンに移転する。この技術を活かしてスーダンでも S. 

hermonthica の寄生初期の応答が解析できるようになり、耐性作物の選抜

を進める一助になると期待される。 

３）スーダンでポット試験を行い、S. hermonthica と寄生されたソルガム

の生理状態を比較し、寄生生活を成立させている要因について検討する。

本実験の準備はスーダン側に全面的に依存し、気孔開度および光合成活

性の測定も共同で行うため、一連の計画の中で最も密度の高い交流が期

待される。得られる結果は、土壌水分の調節に基づいた S. hermonthica 防
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除法開発の基礎となると期待される。 

４）光合成能力が低下している S. hermonthica に特有な光応答性の解析を

進めるとともに、光受容体について遺伝子レベルでの解析も行う。これ

らにより、光受容体の進化について新たな知見が得られると期待される。

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寄生雑草防除法の構築 

（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   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

    

ナイジェリア 

<人／人日> 

２／２８   ２／２８ 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

２／２８   ２／２８ 

② 国内での交流       １人／２人日 

２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

 

ナイジェリアでは S. hermonthica よりもササゲに寄生する S. gesnerioides

が深刻な問題となっている。S. gesnerioides の種子発芽を誘導する物質は

ササゲ水耕液から単離構造決定されているが、それ以外に S. gesnerioides

の種子発芽を誘導する物質は、合成化合物も含めて全く知られていない。

様々な化合物の発芽刺激活性を調べることにより、S. gesnerioides の発芽

刺激物質に対する構造要求性を明らかにする。この成果は、自殺発芽誘

導による S. gesnerioides の防除へ途を開くと期待される。また、ナイジェ

リアにライゾトロン技術を移転する。従来のポット試験に加えてライゾ

トロン技術を活用することにより、ナイジェリアにおけるササゲと S. 

gesnerioidesの間で寄生が成立する初期過程の解析が飛躍的に進展すると

期待される。 

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 

６ 名 （１３－３（ﾅｲｼﾞｪﾘｱ）国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
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－総合地球環境学研

究所プロジェクト合同セミナー「サブサハラアフリカにおけるメスキー

トとストライガの防除に向けて」 
（英文）JSPS AA Science Platform Program- RIHN project joint 
seminar on Towards a sustainable management of the noxious weeds 
mesquite (Prosopis spp.) and Striga  hermonthica in Sub Saharan 
Africa 

開催時期 平成２１年１１月５日 ～ 平成２１年１１月６日（２日間） 
開催地（国（地域）名、都

市名、会場名） 
（和文）スーダン、カルツーム、スーダン科学技術大学 
（英文） Sudan, Khartoum, Sudan University of Science and 
Technology 

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 
日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）縄田 浩志・総合地球環境学研究所・准教授 
（英文）Hiroshi NAWATA, Research Institute of Humanity and Nature・

Associate Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Abdel Gabar Babiker, Sudan University of Science and Techonology・

Professor 

参加者数 
 

 

   派遣先 
派遣元 セミナー開催国(スーダン) 

日本 
<人／人日> 

A. ３／２９

B. 
C. ２／１５

ナイジェリア 

<人／人日> 

A. ２／１０

B. 
C. 

スーダン 

<人／人日> 

A.  
B. 
C. ５／１０

合計 
<人／人日> 

A. ５／３９

B. 
C. ７／２５
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セミナー開催の目的 スーダンを共同研究の対象地域とする本事業および

地球研プロジェクトがセミナーを共催することで、多

くのスーダン人研究者に、日本を中心とする国際的な

研究グループがスーダンをはじめとするアフリカ諸

国で問題となっている難防除雑草ストライガ（本事業

の研究対象）およびメスキート（地球研プロジェクト

の研究対象）の防除に資する研究を行っていることに

対して、広く認知を得る。スーダン、ナイジェリア、

日本の研究者が知見、経験、情報等を交換し、ストラ

イガおよびメスキートに関する理解を深める。討論お

よび圃場視察を通して研究交流の基盤を強固にする。

 
期待される成果 スーダン側研究者に日本人研究者の活動が理解され

ることで、実施中の研究に有益な助言を得るとともに

新たな共同研究の萌芽が生まれる。11 月初旬はストラ

イガの開花期であるため、セミナー後に行う圃場視察

により、日本側研究者がストライガによる被害の大き

さを体験し、研究の意義を実感できる。メスキートの

問題についても理解を深めることができる。 

セミナーの運営組織 実施責任者 Abdel Gabar Babiker 
運営組織の詳細は未定 

（セミナー実施計画書提出時点までに確定する予定）

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 
 

 

 

 

内容 国内旅費      金額    44,000 円 
   外国旅費           1,431,000 円 
      外国旅費・謝金に係る消費税     72,000 円  

その他（印刷製本費）       50,000 円 
             合計  1,597,000 円 

（スーダン）国側 

 

 

内容 レセプション費用  金額     300,000 円 
   視察費用（車輌借上代）     200,000 円  

                       合計      500,000 円 

（ナイジェリア）国側

 
内容            金額     0 円 
 



様式１ 

 

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>

トルコ 

<人／人日>

アメリカ

<人／人日>

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 １／８ １／８ ２／１６ 

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

 １／８ １／８ ２／１６ 

② 国内での交流       ３人／７人日 
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１１．平成２１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 916,000 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 2,774,000

謝金 50,000 データ収集・整理 

備品・消耗品購入費 1,000,000 共同研究用消耗品 

その他経費 119,000 セミナー資料印刷製本
費、英文校閲料 

外国旅費・謝金に係
る消費税 

141,000  

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 1,249,000 ４／３８ 

第２四半期 654,000 ２／１０ 

第３四半期 2,380,000 ７／７８ 

第４四半期 717,000 ４／１１ 

合計 5,000,000 １７／１３７ 

 


