
様式９ 

アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２４年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 岡山大学 
（ ケ ニ ア ）拠 点 機 関： ジョモケニアッタ農工大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：東アフリカにおける作物ストレス科学研究ネットワーク拠点形成と次世代作物の 

開発利用 
                                            （交流分野：農学） 
（英文）：Establishment of crop stress science network for increase of food production in 
Eastern Africa 
                                      （交流分野：Agronomy） 
 研究交流課題に係るホームページ： 
http://www.rib.okayama-u.ac.jp/pssnet/international/kenya/index-j.html 
 
 
３．採用期間 
平成 22 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日 
（ 3 年度目） 

 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：岡山大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・森田 潔 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：資源植物科学研究所・所長・山本洋子 
 協力機関：香川大学、名古屋大学、くらしき作陽大学 
 事務組織：岡山大学資源植物科学研究所事務部 

 
 
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）国名：ケニア 
拠点機関：（英文）Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology 

      （和文）ジョモケニアッタ農工大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 
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（英文）Horticulture Department・Lecturer・Hunja MURAGE 
 協力機関：（英文） 

（和文） 
 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 

ケニアを中心とした東アフリカ地域には広大な酸性土壌、水不足、病害多発地域が広が

り、農業生産が停滞している。近年は国際社会の援助をてこに、極度の飢餓・貧困から脱

しつつあり、食の多様化も進んでいるが、食糧増産と、その結果として社会の安定化を実

現するには、新たな作物栽培技術を導入して作物生産を今後もますます発展させる必要が

ある。  
本プログラムでは、酸性土壌などの不良環境を克服して生育が可能となるイネ・ムギな

ど、我が国の先端技術により研究開発が進む「次世代作物」を、東アフリカの作物増産へ

結びつけるための人的交流、国際共同研究を 3 年間で行う。国内では岡山大学資源植物科

学研究所を中心とした植物遺伝資源・ストレス科学共同研究拠点が受け皿となり、ケニア

のジョモケニアッタ農工大学に本プログラムの拠点を設置し、次世代作物の開発と利用の

ための「作物ストレス科学研究」を東アフリカ地域で展開する。  
日本とケニアに形成される２つの拠点において、①作物が受ける各種ストレス（大気・土

壌・生物）への応答機能解明への基盤研究、②ストレス耐性系統イネ・ムギなどの既存リ

ソースの活用を目指す。これまでの交流実績を生かし、交流期間内に一部の作物において、

次世代作物の試験栽培を開始する。これらの交流は、既存の「植物ストレス科学研究ネッ

トワーク」などもフルに活用し、次代の作物ストレス科学研究を担う若手研究者にも参加

してもらう。 
 
６．平成２４年度研究交流目標 
1). 研究協力体制の構築 

 平成 22 年度および平成 23 年度において構築した、日本側拠点機関（岡山大学）とケニ

ア拠点機関（ジョモケニアッタ農工大学）を中心とする研究協力体制からさらに一歩進め、

ケニアの拠点機関・協力研究者との共同研究をさらに掘り下げるとともに、他の東アフリ

カ諸国との研究協力体制の強化を目標とする。 

具体的には、ジョモケニアッタ農工大学から 3名、ケニア国立農業研究所から 1名の計 4

名の若手研究者を 2か月間招へいし、共同研究およびセミナーを行う。さらに平成 24年度

は農業および農業工学に関するシンポジウムをケニアのジョモケニアッタ農工大学で開催

する。本シンポジウムにはケニア以外からも東アフリカ各国の研究者を招へいし、各国研

究者が研究発表を行うことで研究状況の共有および交流を図る。日本からは 6 名の研究者

がシンポジウムに参加し、研究発表を行う予定である。またシンポジウム後は、タンザニ

アに移動し、タンザニアの研究機関および大学を訪問して将来的な食糧増産に向けての研
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究交流を行う予定である。 

2). 学術的観点 

 平成 22年に「次世代作物のストレス耐性評価法の開発と解析技術の応用」を目標として

掲げた共同研究にはケニア側から多くの要望がある。平成 24年度はケニアのジョモケニア

ッタ農工大学だけでなく、ケニア国立農業研究所からも若手研究者を招へいし、基礎的な

植物生理学の研究を始め、育種現場で求められる品種選抜などの応用的研究に関しても、

日本側のそれぞれの専門家の協力を基に行う予定である。 

3). 若手研究者養成 

 平成 24年度に日本に招へいし、共同研究を行うケニア側の研究者はいずれも若手研究者

である。これらの研究者が来日中にシンポジウムを開催し、ケニアおよび日本の、大学院

生を含む若手研究者が中心となって発表を行うことで、両国の若手研究者の意欲と交流を

促すと考えられる。 

 
７．平成２４年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 

主な交流内容 
・ ジョモケニアッタ農工大学から３名、ケニア国立農業研究所から１名の若手研究者を２

ヶ月間招へいし、共同研究およびセミナーを行った。 
・ ジョモケニアッタ農工大学で作物ストレス科学に関するシンポジウムを開催した。シン

ポジウムでは、日本側から６名の研究者が参加した。さらに、マラウイ、ルワンダから

も若手研究者をシンポジウムに招へいし、研究発表と討論を行った。 
・ 岡山大学で IPSR ケニアデー2012 を開催し、17 件の研究発表を通して、国内外の若手

研究者の研究交流を行った。 
 
１）日本側の協力体制 
 日本側研究者の多くが所属する岡山大学資源植物科学研究所では、本事業の開始にあわ

せて、ケニアとの国際交流を進める組織を構築した。すなわち、次世代作物共同研究コア

の中に「国際的新展開グループ」を立ち上げ、ここに本事業に関わる岡山大学の教員が兼

任する形でケニア側の研究者受入れと共同研究を行った。ケニアをはじめとする東アフリ

カをターゲットとした作物開発研究は、研究所が行っている全国共同利用・研究拠点とも

連動して進めて行く予定である。２４年度には、資源植物科学研究所内に外国人研究者の

受入れが可能なゲストハウスが７月に開設され、本事業にも有効活用された。 
 

 

２）ケニア側の協力体制 
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 本事業での協力は、ジョモケニアッタ農工大学の園芸学科を中心とした教員から構成さ

れるメンバーで進められてきた。今後もこれらの体制を維持しながら協力を進める予定で

ある。ジョモケニアッタ農工大学は、2012 年からアフリカ連合が主催するパンアフリカン

大学院の東アフリカ拠点として認定され、学生の受入れが始まっている。パンアフリカン

大学院は、ジョモケニアッタ農工大学内に設置されている。今年度は、本大学院のスタッ

フとも意見交換を進めたので、パンアフリカン大学院を通した若手研究者間交流および研

究指導が期待される。昨年度から研究者を受入れているケニア農業研究所でも、今後、オ

オムギ研究のための共同研究組織が作られる予定である。 
 

７－２ 学術面の成果 

 

１）ソルガムにおいて、収量増加に関連する遺伝子探索のための研究を行った。これまで

に日本側で育成された交雑集団を用いて、ケニア側研究者が形質調査と QTL による遺伝子

マッピングを試みた。 
２）アルミニウムに比較的強い耐性を持つと考えられる野生植物をケニア側研究者が提供

し、それらのアルミニウム耐性について日本側研究者の構築した解析手法により解析した。

また、アルミニウム耐性と特定の遺伝子における相関について、ケニア在来コムギにおけ

る遺伝子の違いを決定した。 
３）イネの生育を促進するバクテリアの単離と同定を目指して、ケニアで栽培されたイネ

を用いたバクテリアと菌類の同定を、日本側の最先端機器を用いて行った。 
４）オオムギの網斑病に対する抵抗性遺伝子を同定するための抵抗性検定手法をケニア側

研究者が取得し、それらの検定法を用いた遺伝子単離のためのマッピング解析を行った。 
５）イネにおける葉緑体分化を制御する因子の解析するため、葉緑体が巨大化する突然変

異体の解析を進め、遺伝子マッピングにより、原因遺伝子と思われる遺伝子を同定した。 
 

７－３ 若手研究者育成 

 

 ２４年度に来日したケニア側研究者４名のうち、３名はジョモケニアッタ農工大学の大学

院生であり、日本での滞在によって遺伝子解析、菌株分離などの最先端技術を若手研究者

に学んでもらうことが出来た。滞在中は、国内の大学院生とも交流するために「IPSR ケニ

アデー2012」を岡山大学資源植物科学研究所で開催し、ケニア側研究者だけでなく、日本

側若手研究者双方が研究発表する場を提供し（合計１７件の発表）、英語での交流を進めた。

これらの若手研究者を中心とした交流により、ケニア側研究者は日本での研究事情や文化

を学ぶこともでき、日本側研究者は英語でのプレゼンテーション・コミュニケーション能

力を発展させることができた。 
 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 
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１）本事業で行っている東アフリカとの国際交流事業は、多くの人に知ってもらいながら

ケニアの紹介をするための活動を行っている。５月１２日に行われた資源植物科学研究所

公開では、本事業独自の展示ブースを設け、交流と研究活動の紹介を行い、好評を得た。

今後も毎年続ける予定である。 
２）本事業で、ケニア側研究者として受入れた大学院生などの多くは、卒業後、文部科学

省国費留学生として応募し、本格的な大学院教育と学位授与への展開も進んでいる。２４

年度は、前年度に受入れたケニア側学生が国費留学生に採用されて岡山大学大学院環境生

命科学研究科へ進学した。 
３）本事業で、ケニア側研究者として受入れた大学院生が、ジョモケニアッタ農工大学で

学位取得するための研究指導が続けられており、２３年度までに来日したケニア大学院生

の学位取得が実現する見込みである。学位審査には、日本側の若手教員が指導教員となっ

て参加し、貢献している。 
 

７－５ 今後の課題・問題点 

 
１）本年度も、特に支障なく交流を進めることができた。本事業により次世代作物開発の

ための支援組織が資源植物科学研究所内に構築され、今後も、ジョモケニアッタ農工大学

を中心とした交流が進むことが期待できる。 
２）ケニア側研究者の受入れに関して、４人のうち３人が、日程通りに来日できない事態

が生じた。これは、本人らが予定の飛行機に搭乗できなかったためであり、日本側では対

処できなかった。若手研究者は海外渡航経験がなく、搭乗時間を厳守することや国民性の

違いなど、こちらでは予期せぬ事態が生じることがあり、今後は注意喚起を促したい。 
３）当初、ケニアでのシンポジウム開催にあわせてタンザニアを訪問する予定であったが、

受入れを予定していた研究者のマラウイへの異動が決まったため、訪問が実現しなかった。

今後は、他の国も含め、東アフリカ全体への交流を拡げるためのカウンタパートを探す必

要がある。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  

平成２４年度論文総数     2本 

相手国参加研究者との共著   1本 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 
８－１ 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 22 年度 研究終了年度 平成 24 年度 

研究課題名 （和文）次世代作物のストレス耐性評価法の開発と解析技術の応用 

（英文）Assessment of stress tolerance in crops and its practical  
application 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）山本洋子・岡山大学資源植物科学研究所・教授 

（英文）Yoko YAMAMOTO, Institute of Plant Science and  
Resources, Okayama University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Hunja MURAGE, Jomo Kenyatta University of Agriculture and 
Technology, Lecturer 

交流人数 

（※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 ケニア 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  4/16(1/4) 4/16(1/4) 
実績 5/55(1/11) 5/55(1/11) 

ケニア 

<人／人日> 

実施計画 4/244  4/244 
実績 5/256 5/256 

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/244 4/16(1/4) 8/260(1/4) 
実績 5/256 5/55(1/11) 10/311(1/11) 

② 国内での交流     0/0  人／人日 

日本側参加者数  

21 名 （１２－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ケニア ）側参加者数 

25 名 （１２－２ 相手国（ケニア）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の 

研究交流活動 

平成 22 年度から始まった共同研究はジョモケニアッタ農工大学から 2名

の若手研究者、平成 23 年度は研究交流活動を広げるために招へい若手研究

者を増員しジョモケニアッタ農工大学から 4 名の若手研究者が来日して共

同研究を行った。平成 24 年度はさらに交流を深める観点とケニア国立農業

研究所からも強い要望があったことから、ジョモケニアッタ農工大学から 3
名、ケニア国立農業研究所から 1 名、計 4 名の若手研究者を招へいして以

下の４題の共同研究を行った。 
(1)植物育成の促進に関わる微生物を用いたバイオ肥料の研究 
(2)ケニアで問題になっている酸性土壌で抵抗性を示す植物の選抜 
(3)バイオ燃料として着目されているスイートソルガムの分子生物学的解析 
(4)栽培方法の違いによる麦類の子実中成分の変化についての分析 
また成果報告の一環として、平成 24 年度はジョモケニアッタ農工大学で

開催されたケニアのみならず東アフリカ各国で活躍する研究者が集まる第

7 回ジョモケニアッタ農工大学定例学術会議開催期間中において、S-1 セミ

ナーとして AASPP 主催で国際シンポジウムの「Innovative Crop Stress 
Science for Sustainable Food Production」を開催した。この AASPP の国

際シンポジウムにおいて日本の最先端の植物ストレス科学研究の成果を発

表するとともに、本事業で行われた共同研究についても担当した日本側・

ケニア側の研究者による成果報告を行った。 
 さらにS-2セミナーとして IPSRケニアデーを岡山大学資源植物科学研究

所で開催し、日本の若手研究者・大学院生とケニア若手研究者の研究交流

推進を図った。 
 

２４年度の 

研究交流活動か

ら得られた成果 

4 件の共同研究により、ケニアへの遺伝資源・技術導入、また食糧増産に

つながる研究基盤が構築された。東アフリカ地域の不良生育環境を克服し

高い生産性を持つ次世代作物の開発・利用推進に貢献できたと考えられる。 
S-1 セミナーによりケニアのみならず東アフリカ各国の研究者に本事業

による成果を紹介することができ、今後の東アフリカ地域の研究活動推進

に寄与できたと考えられる。 
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８－２ セミナー 

―実施した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）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業「第 7

回ジョモケニアッタ農工大学シンポジウム」 
（英文）JSPS AA Science Platform Program “ The Seventh 
JKUAT Scientific, Technological and Industrialisation 
Conference“ 

開催期間 平成 24 年 11 月 15 日 ～ 平成 24 年 11 月 16 日（ 2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）ケニア、ナイロビ、ジョモケニアッタ農工大学 
（ 英 文 ） Kenya, Nairobi, Jomo Kenyatta University of 
Agriculture and Technology 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）坂本 亘・岡山大学資源植物科学研究所・教授 
（英文）Wataru SAKAMOTO, Institute of Plant Science and 
Resources, Okayama University、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) 

（英文） 
Hunya MURAGE, Horticulture Department, Jomo Kenyatta 
University of Agriculture and Technology、Lecturer 
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参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ ケニア  ） 

 
日本 

<人／人日> 

A.  
B. 5/10 
C. 1/2 

 
ケニア 

<人／人日> 

A.  
B.  
C. 17/34 

マラウイ 

（ケニア側） 
<人／人日> 

A. 1/2 
B.  
C.  

ルワンダ 

（ケニア側） 
<人／人日> 

A. 1/2 
B.  
C.  

 
合計 

<人／人日> 

A. 2/4 
B. 5/10 
C. 18/36 

 
A.セミナー経費から旅費を負担 
B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 
C.本事業経費から旅費を負担しない（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 ジョモケニアッタ農工大学で開催される定例学術会議（JKUAT 
Scientific, Technological and Industrialisation Conference）の開

催中に本セミナーを国際シンポジウムとして開催する。本シンポジ

ウムにおいて日本側の研究者が最先端の植物ストレス科学に関す

る研究発表を行うとともに、ケニア・日本双方の研究者がこの数年

間で得られた共同研究の成果を発表する。またこのシンポジウムに

よる研究者交流を通じた研究ネットワークの構築および意見交換

を行う。 
 

セミナーの成果 JKUAT では８件程度のサブテーマを設けて定例学術会議を行

っており、今回が７回目であった。我々は第５回に続いてこの定例

学術会議開催期間中において、AASPP 主催で国際シンポジウムの

「Innovative Crop Stress Science for Sustainable Food 
Production」を設け、1日目（11/15）に基調講演、2日目（11/16）
に日本側、ケニア側参加者の口頭発表を行った。JKUATの定例学

術会議期間中に国際シンポジウムを企画した事によって、より多く

のケニア研究者に大いに興味を持ってもらえ研究推進につながっ

たと考えられる。またJKUATの定例学術会議の規模は大きく、作

物科学だけでなく、農業工学や気象学など農業に関する様々な分野

の研究者が集まり、またケニア国内にとどまらず、近隣諸国からも

参加者があるため、AASPPの活動を広く知ってもらえる事が出来

た。また同時にケニア以外の国々の科学研究振興に貢献し、今後の

国際的な研究者ネットワーク構築につながったと考えられる。 
 また本研究所に在籍しているケニア人留学生のEmily Gichuhi 
が研究発表したことも成果の一つとしてあげられる。Emily 
Gichuhi が本研究所の前川教授のもとで行っている低窒素環境で

の多収イネの育種研究について、ケニア人研究者・学生には多いに

興味を持ってもらえ、ケニア人研究者の今後の研究活動に非常に良

い刺激を与えたと考えられる。 
 

セミナーの運営組織 ケニア側の拠点機関であるジョモケニアッタ農工大学が中心と

なってシンポジウムの運営を行った。参加者およびプログラムは日

本側の拠点機関である岡山大学の協力により決定した。これまでに

培った協力体制によりメールによる連絡は綿密に行われた。そのた

め双方の拠点機関の連携により円滑なシンポジウム運営が行えた。 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 

協力機関研究者招へい費用 

外国旅費に係る消費税 

その他経費(エコバッグ) 

金額 

202,437円 

10,121円 

300,000円 

合計 512,558円 
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開催経費

分担内容

と金額 

（ケニア）側 内容 
招待講演者交通費 

謝金 

通信費 

広告費 

会場設営費 

会場費 

金額 

738,308円 

832,678円 

111,023円 

404,597円 

333,071円 

864,619円 

合計 3,284,296円 
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―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業「IPSR

ケニアデー」 
（英文）JSPS AA Science Platform Program “ IPSR Kenya Day“ 

開催期間 平成 24 年 10 月 19 日（ 1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、岡山県倉敷市、岡山大学資源植物科学研究所大会議

室 
（英文）Japan, Okayama, Kurashiki, Institute of Plant Science 
and Resources, Okayama University, Conference room 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）松島良・岡山大学資源植物科学研究所・助教 
（英文）Ryo MATSUSHIMA, Assistant Professor, Institute of 
Plant Science and Resources, Okayama University 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

（英文） 

 
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.  
B.  
C. 18/18 

 
ケニア 

<人／人日> 

A.  
B. 2/2 
C.  

 
合計 

<人／人日> 

A.  
B. 2/2 
C. 18/18 

 
A.セミナー経費から旅費を負担 
B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 
C.本事業経費から旅費を負担しない（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 ケニアから来日・共同研究中の若手研究者と日本側の若手研究者

および学生が中心となって研究発表および交流を行う機会として

設けるセミナーである。岡山大学を始め、協力機関の若手研究者、

特に大学院生を中心としたメンバーがそれぞれの研究成果につい

て英語で発表し、来日中の若手ケニア研究者との交流をすること

で、国際交流をより深める狙いである。 
 

セミナーの成果 ケニアおよび日本の若手研究者や本事業メンバーが指導する大

学院生がそれぞれの研究成果について２分間のショートプレゼン

テーションとポスタープレゼンテーションの二つを組み合わせて

英語にて発表を行った。ショートプレゼンテーションを行う事によ

って円滑にポスター発表へ移行する事ができ、より活発な議論がな

され、ケニア・日本の若手研究者のこれからの研究活動にとって大

変有意義なセミナーとなった。 
 またセミナーを企画・実施した事によってケニア及び日本の若手

研究者の国際交流が推進され、これからの日本－ケニアの研究者交

流の礎となったと考えられる。 
若手研究者育成の観点からも日本側の若手研究者や大学院生に

ついては自分たちの研究成果を英語でまとめ口頭発表を行う機会

が得られ、国際的な素養を持つ優れた人材の育成につながったと考

えられる。 
 

セミナーの運営組織 日本側拠点である岡山大学に所属する若手研究者を中心とし、ケ

ニアから来日している若手研究者および岡山大学大学院生の積極

的な参加により円滑なセミナー運営がなされた。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 
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８－３ 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> 

ケニア 

<人／人日> 

タンザニア 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0 4/24 (1/6) 4/24 (1/6) 
実績 0/0 0/0 0/0 

ケニア 

<人／人日> 

実施計画 0/0  0/0 0/0 
実績 0/0 0/0 0/0 

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0  0/0 
実績 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 4/24 (1/6) 4/24 (1/6) 
実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

②  国内での交流     (1/1)  人／人日 
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９．平成２４年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

          派遣先 

派遣元 
日本 

<人／人日> 

ケニア 

<人／人日> 

タンザニア 

<人／人日> 

ルワンダ 

(ケニア側） 

<人／人日> 

マラウイ 

(ケニア側） 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  4/16(1/4) 4/24(1/6) 0/0 0/0 8/40(2/10) 
実績 5/55(1/11) 0/0 0/0 0/0 5/55(1/11) 

ケニア 

<人／人日> 

実施計画 4/244  0/0 0/0 0/0 4/244 
実績 5/256 0/0 0/0 0/0 5/256 

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画 0/0 1/4  0/0 0/0 1/4 
実績 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

ルワンダ 

（ケニア側） 

<人／人日> 

実施計画 0/0 2/8 0/0  0/0 2/8 
実績 0/0 1/4 0/0 0/0 1/4 

マラウイ 

（ケニア側） 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 
実績 0/0 1/8 0/0 0/0 1/8 

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/244 7/28(1/4) 4/24(1/6) 0/0 0/0 15/296(2/10) 
実績 5/256 7/67(1/11) 0/0 0/0 0/0 12/323(1/11) 

 

※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。） 

※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（ ）

をのぞいた人数・人日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 4／5 (5/5) <人／人日>    (1／1)  <人／人日> 
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１０．平成２４年度経費使用総額 

                                  （単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 38,860  

外国旅費 4,360,167  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 312,857  

その他経費 123,520  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

164,596  

計 5,000,000  

委託手数料 294,568  

合  計 5,294,568  

 
１１．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 0 0/0 

第２四半期 711,230 2/126 

第３四半期 2,610,787 7/67 

第４四半期 1,677,983 3/130 

計 5,000,000 12/323 

 
 


