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中間レビュー調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：スーダン共和国 案件名：根寄生雑草克服によるスーダン乾燥地農業開発 

分野：生物資源 援助形態：地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム 

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：約 3.5 億円 

 

協力期間 

2010 年 3 月～2015

年 2 月 

先方関係機関：スーダン科学技術大学、高等教育・科学研究省、

農業灌漑省、科学情報省、ガダーレフ州農業灌漑省、農業研究所

日本側協力機関：神戸大学、大阪府立大学、鳥取大学 

他の関連協力：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 

根寄生雑草「ストライガ」は、スーダン共和国（以下、「スーダン」と記す）の主穀物である

ソルガム、ミレット等の生産を阻害する最大の生物的要因とされ、スーダンの食料安全保障、

貧困問題に深刻な影響を与えている。それは、スーダンの伝統的天水農業が農村部貧困層の小

規模農家を担い手としており、乾燥条件下、低投入により同じ土地で上記の穀物を連作せざる

を得ない状況がストライガの発生を助長するとされるためである。これによって、経営状況の

苦しい小農ほど生産が低下するという悪循環が形成されている。 

また、ストライガは、乾燥条件下で栽培されるイネ科植物を宿主とするため、サブサハラ・

アフリカの乾燥地域で共通の課題とされ、現在では陸稲栽培地域での発生も確認されており、

今後同地域での陸稲の普及に伴う被害の拡大が懸念される。 

スーダン科学技術大学（Sudan University of Science and Technology：SUST）は日本の神戸大学

との共同研究を 1994 年以来行ってきており、ストライガの生理生態学的特性の解明に大きく貢

献してきた。また、研究の過程を通じて、日本側研究者からは天然物化学、生化学、分子生物

学を応用した解析技術が提供されてきた。しかしながら、ストライガの生理生態はまだ科学的

に解明されていない部分が多く、効果的な防除方法確立のための研究能力の強化が求められ、

2008 年にスーダン政府はわが国に対して技術協力プロジェクトの協力を要請し、並行して神戸

大学より独立行政法人科学技術振興機構（JST）に対し研究申請が行われた。2010 年より地球規

模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）の枠組みによる本プロジェクトが実施されている。

これまで、生物有機化学、作物生理学、植物生理学、文化人類学、農薬化学などの短期専門

家と業務調整の長期専門家を派遣し、SUST におけるストライガ対策に係る研究を支援し、ガダ

ーレフ州においては農民圃場学校（Farmers’ Field School：FFS）を組織し州内 6 カ村において実

施している。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

新たなストライガ対策の普及が進展する。 

 

（２）プロジェクト目標 

スーダン科学技術大学（SUST）のストライガ対策に関わる研究・開発・普及（RDE）能

力が向上する。 
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（３）成果 

成果１：革新的なストライガ防除技術が開発される。 

成果２：農民のストライガ管理のための取り組みが改善される。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側： 

JICA 専門家派遣：延べ 2 名（長期）、36 名（短期） 

本邦研修員受入：計 3 名（集団研修）、その他プロジェクト関連活動受入：計 9 名 

機材供与：総額約 7,230 万円 

ローカルコスト負担：約 2,500 万円 

スーダン側： 

カウンターパート（C/P）配置：14 名（SUST 及び他機関、中間レビュー時）、多数（ガ

ダーレフ州） 

ローカルコスト負担：112 万 SDG（約 3,500 万円） 

光熱費及び人件費 

施設：事務所（専門家用）、ストライガ研究室、実験圃場（SUST）、展示圃場（ガダー

レフ州） 

２．評価調査団の概要 

調査者 団長／総括： 鍋屋 史朗 JICA 農村開発部 参事役 

副総括／防除技術 ：角田 幸司 JICA 農村開発部 参事役 

農業経済： 伊庭 治彦 神戸大学大学院農学研究科 准教授 

評価分析： 柏崎 佳人 A&M コンサルタント有限会社 

協力企画： 鈴木 順子 JICA 農村開発部 乾燥畑作地帯課 

科学技術計画／評価：国分 牧衛 東北大学大学院農学研究科教授（地球規模課題国

際科学技術協力 研究主幹） 

科学技術計画／評価：発 正浩 JST 地球規模課題国際協力室主任調査員（オブザ

ーバー） 

調査期間 2012 年 9 月 15 日～2012 年 9 月 27 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（アウトプットの達成度） 

本プロジェクトでは、各成果の研究課題ごとに 3 つの達成目標を指標に定めている。以下の

表では各研究課題に定めた 3 つの指標をレベル１から３と記載した。なお、各研究課題は、3 つ

の指標（レベル）の１の完了後にレベル２の活動を開始するといった類いの活動ではなく、あ

る部分同時進行的に進むものであるため、進捗の度合いとしてパーセントを用いることとし、

プロジェクトによって申告された数値を以下に示す。 



 

iii 

  

成果 
プロジェクト活動 

（研究課題） 

指標（進捗レベル） 

0 レベル１ レベル２ レベル３ 

１．スト

ライガ

研究 

１．自殺発芽誘導物質  60％ 80％ 
ポット試験：20％ 

供給方法：40％ 

２．ストライガ防除微生物  80％ 60％ 20％ 

３．選択的除草剤  60％ 80％ 20％ 

４．宿主養水分収奪機構  60％ 40％ 30％ 

５．適応性と抵抗性  80％ 40％ 20％ 

６．ストライガ耐性作物と新規輪

作体系 
 60％ 20％ 20％ 

２．調査

と FFS 

 100％    

７．フィールド調査  50％ 30％ 10％ 

８．FFS の実施  80％ 60％ 60％ 
 

（プロジェクト目標の達成度） 

プロジェクトではさまざまな成果を上げており、予定されている活動を実施することによっ

て、プロジェクト目標はプロジェクト終了時までに達成されるものと見込まれる。しかしなが

ら、スーダン側の予算状況は決して楽観できるものではなく、かつスーダン側の研究成果は国

際ジャーナルに投稿されているものが少ない。それゆえ、今後プロジェクトの終了に向け、ス

ーダン側日本側双方から更なる努力を期待したい。 

    

指標１「SUST にストライガ研究のための常設チームが設置される」：SUST のストライガ研究者

を 2 つのグループに分けた。そのひとつが Project Member であり、直接プロジェクト活動に

かかわることとし、そしてもう一方の Project Advisor は、間接的に活動を支援する役割を担う

と決められた。プロジェクトは、前者を中心に共同研究やトレーニングの機会をつくること

によって、能力の向上を図り研究に対する意欲を高めていく方針である。 

    

指標２「SUST内でストライガ研究のための中期的な予算計画が策定される」：ローカル・コン

ポーネントと呼ばれるスーダン側負担の予算が本プロジェクトに対して財務省から認めら

れ、これまでに総額で1,120,085 SDGが執行されている。この予算は、研究室の拡張工事、事

務及び分子生物学研究室スペースのための新しい研究棟の建設、そしてFFSの実施に充てられ

ている。 

    

指標３「SUST 研究者が国際的な場で研究成果発表を継続的に行うようになる」：プロジェクト

開始以来研究結果に関連して、計 18 本の論文が国際的科学雑誌に掲載されており、13 件の口

頭発表と 6 件のポスター発表が国際学会において行われている。しかしながら、それらのほ

とんどは一部の研究者から生み出された成果であるため、日本側の支援の下、SUST 内におい

て研究結果を国際的に発表するための適切なメカニズムの創設が期待されるところである。

 

３－２ 効果発現に貢献した要因 

C/P の中に積極的に研究を進めるメンバーを妨げるおそれのある積極性に欠ける C/P がいた。

そこで研究者をプロジェクト運営に携わる Project Member と、プロジェクトを支援する Project 

Advisor に分けた。また、日本人研究者が常駐していないガダーレフ州では、設置された展示圃

場での栽培学的調査が円滑に進むように、日本人研究者と農業研究所（Agriculture Research Co-
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 operation：ARC）ガダーレフ支所の研究者が共同研究体制を確立した。 

 

３－３ 問題点及び問題を惹起した要因 

プロジェクトの実施プロセスにおいて特に大きな阻害要因は認められなかった。 

 

３－４ 評価結果の要約 

（１）妥当性：本案件は農民のニーズと照らし合わせて妥当性が高いといえ、ターゲットグル

ープのニーズとも合致している。またスーダン及び日本の政策とも、食料の安全保障とい

う観点から整合性が高いといえる。 

 

（２）有効性：プロジェクト目標に係る指標の一部はまだ達成されていないが、プロジェクト

終了時までには達成されると考えられる。スーダンの経済状態が悪化していることから、

頭脳流出が起こりプロジェクト活動に影響を及ぼす可能性がある。 

 

（３）効率性：一部の活動で活動開始時期の遅れが生じたが、おおむね予定どおりに実施され

ている。PDM（プロジェクト・デザイン・マトリックス）に記載された活動はすべて実施

され、成果１及び２はプロジェクト終了までに達成される見込みである。 

 

（４）インパクト： 

１）上位目標の達成見込み 

ストライガ対策に係る革新的な技術の開発やその実用化は時間のかかるプロセスであ

り、プロジェクトの開始からはまだ十分な時間が経過していないため、上位目標の達成

見込みについて現時点で議論するには時期尚早と判断される。 

２）その他の技術的インパクト 

20 年来の謎であった、Striga gesnerioides の種子の発芽を誘導する物質（alectrol：ササ

ゲが産生）の構造を有機合成・生物活性試験・分析化学を用いて証明し、それらの真の

構造を明らかにした。 

 

（５）持続性： 

１）政策面 

食の安全保障がスーダン開発政策の重要課題であり、国民の主穀物のソルガム、ミレ

ットが毎年ストライガによる多大な被害を受けていることから、ストライガ対策に係る

研究は、スーダンの政策に十分に位置づけされている。 

２）組織面 

SUSTでは、意欲の高い研究者をプロジェクトのコアメンバーとして、更に前向きにプ

ロジェクトに取り組めるような体制を組んでいる。農民への普及現場に位置づけられる

ガダーレフ州のFFSと展示圃場では、それらの運営・管理体制が整備されており、組織運

営面での持続性は高いと考えられる。 

３）財政面 

SUSTは大学の予算を割り当てているのに加え、スーダン政府（財務・国家経済省）は

プロジェクトに活動予算を配賦している。また、プロジェクトによって整備された研究

環境を維持するために、高等教育・科学研究省（Ministry of Higher Education and Scientific 

Research：MHESR）にストライガ研究室を中核的研究拠点（Center of Excellence：COE）

に承認するよう働きかけを続けており、そのプロセスは既に最終ステージに到達してい

る。また、アフリカ開発銀行に対し、ストライガ防除研究の重要性と喫緊性を訴える形
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で支援要請を上げている。 

４）技術面 

現段階においては科学論文や学会発表など、SUSTの研究から派生するべき成果はまだ

限られている。それゆえ、特にプロジェクト目標に係る指標３について成果を上げるた

め、研究の実績をモニタリングするなど、ある種のメカニズムを導入することにより、

SUST研究者の実績を伸ばす必要がある。また、本プロジェクトで導入した供与機材の中

に十分に活用されていない機材がみられると同時に、故障時の対応は喫緊の課題である。

研究が更に活発になり、機材の利用頻度が高まるにつれて、故障の問題にどう対応して

研究を維持していくのか、プロジェクト終了後を見据えて早急に方針を決める必要があ

る。 

 

３－５ 結 論 

調査団の結論は以下のとおりである。 

    

（１）プロジェクトの開始に際してPDMが英文で作成されなかったため、活動の進捗状況をモ

ニタリングするための指標がプロジェクト関係者間で認識されていなかった。 

 

（２）プロジェクトで供与された機材の一部が有効に活用されておらず、また修理が必要な機

材もみられた。 

 

（３）プロジェクトは既に研究論文や学会での発表など多くの顕著な成果を上げてはいるが、

その多くは一部の研究者による業績であり、SUSTの若手研究者による研究成果はまだ国際

的に発表されていない。これは、ある一定レベルの研究を推進するためにはC/Pの能力がま

だ不十分であることを示している。 

 

（４）ガダーレフ州ではFFSの運営システムが確立され、2011年から実施されている。このFFS

はプロジェクトのストライガ対策の成果を農民へ普及する手段のひとつとして期待され

る。 

 

３－６ 提 言 

（１）マスター・プランの改訂 

今次中間レビューに際して作成した PDM を、今後の活動及びモニタリングに活用できる

よう、次回の JCC（合同調整委員会）において承認する。 

 

（２）研究用機材の活用及び維持管理 

機材の活用促進のために、C/P に対する更なるトレーニングの実施と、機材の維持・保守

管理のためのスーダン側の予算確保、供与機材の試薬の現地調達ルートを確立する。 

 

（３）成果１に係る能力の育成 

プロジェクト目標の達成、及びプロジェクトの持続性を確実にするためには、SUST の若

手研究者が研究結果を科学論文など形のある成果へと結び付けられるように日本人専門家

からのより一層の指導が期待される。 
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（４）成果２に係る活動の円滑な実施の推進 

ガダーレフ州の FFS 活動は既に開始され、2011 年の報告書もまとめられている。SUST

の研究活動と併せてガダーレフ州での活動をモニターし、進捗をプロジェクト関係者間で

共有するメカニズムを構築する。 

 

 




