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評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表 

 

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

業開発プロジェクト 

分 野：農業開発（生物資源） 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部 農業・農村開発 

第二グループ第四チーム 

協力金額：約 3 億 5,000 万円 

協力 

期間 

2010 年 3 月～ 2015 年 2 月（5 年

間） 

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、科学コミュニケーショ

ン省、ガダーレフ州農業・灌漑省、農業研究機

構 

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 

スーダン共和国（以下「スーダン」と記す）を含むサブサハラ地域において、根寄生雑草ス

トライガは、ソルガム、ミレット等の主穀の生産を阻害する最大の生物的要因であり、その損

害は年間 1 兆円、被害人口は約 3 億人と推計される。スーダンでは、農村部貧困層の中核を成

す小規模農家（小農）を担い手とした伝統的天水農業が、全耕作面積の約 50％である 700 万

ha において営まれている。乾燥条件下、低投入により同じ土地で主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しているとされ、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。 

1994 年以降、スーダン科学技術大学（Sudan University of Science and Technology：SUST）と

神戸大学の共同により、ストライガの研究が進められ、その生理生態の解明に大きく貢献した。

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、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ことから、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ている。 

このような状況のなか、これまでのストライガ研究の成果を踏まえ、科学的なストライガ防

除のための知見蓄積を目的とした地球規模課題対応国際科学技術協力（Science and Technology 

Research Partnership for Sustainable Development：SATREPS）プロジェクトがスーダン政府より

要請された。またそれに並行し、神戸大学より独立行政法人科学技術振興機構（Japan Science and 

Technology Agency：JST）に対しストライガ研究申請が行われたことを受けて、2010 年 3 月よ

り 2015 年 2 月までの 5 年間の協力が実施された。SUST は、本プロジェクトの実施機関として

他のカウンターパートである農業研究機構（Agricultural Research Corporation：ARC）や、ガダ

ーレフ州農業・灌漑省（Gedaref State Ministry of Agriculture and Irrigation：GSMAI）とのストラ

イガ防除研究を引導し、神戸大学は本プロジェクトの研究代表機関として、スーダン側研究者
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や技術者に対するストライガ防除技術開発やデータ収集・機材管理に係る人材育成に努めた。 

本プロジェクトでは、ストライガの発芽誘導物質の人工的抽出による防除や、選択的除草剤

の検索、宿主からの養水分収奪機構の解明等の自然科学的研究と、伝統的な防除知識、防除の

新技術に対する農民の受容性等の社会科学的調査を並行し、ストライガ防除に効果的な技術開

発が進められた。また、ガダーレフ州の 6 カ村において農民圃場学校（Farmers’Field School：

FFS）が組織され、農民やプロジェクト関係者の間で、防除技術や情報の共有が行われた。 

 

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かかわる研究・開発・普及（Research, 

Development and Extension：RDE）能力が向上する。 

 

（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： 

専門家派遣：長期 2 名（業務調整）、短期 57.6 人月（複数回） 

研修員受入れ（本邦）：カウンターパート研修及び大学等における研究活動：11 名 

機材供与：約 1 億 1,000 万円 

ローカルコスト負担：約 2,360 万円 

相手国側： 

カウンターパート配置：延べ 23 名〔SUST より 13 名、ARC より 5 名、GSMAI より 3

名、科学コミュニケーション省（Ministry of Science and Communication：MSC）及び

財務国家経済省（Ministry of Finance and National Economy：MFNE）より各 1 名〕 

プロジェクト運営費：約 1,650 万円 

土地・施設提供： 

SUST 内のプロジェクト執務室、付帯資機材及び水道・電気設備 

SUST 及びガダーレフ州 ARC 内の実験圃場・用地の提供 

SUST 内ストライガ研究室拡張及び新研究棟用地の提供 
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２．評価調査団の概要 

調 査 者 

 

 

 

 

 

日本側 

鍋屋 史朗  団長/総括 JICA 農村開発部 専任参事 

花田 博之  協力企画 JICA 農村開発部 農業・農村開発第二グループ 

第四チーム 専門嘱託 

板垣 啓子  評価分析 株式会社 国際開発アソシエイツ シニアコンサルタント 

スーダン側 

Prof. Migdam E.  総括 Director, The National Center for Research, Ministry of 

Abdelgani        Science and Communication 

調査期間 2014 年 9 月 6 日～2014 年 9 月 22 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 成果・目標の達成度 

＜成果１：革新的なストライガ防除技術が開発される＞ 

本成果達成のために設定された 6 課題はいずれも研究成果が得られ、本成果の達成のめどが

立っている。調査時における各課題の成果は以下のとおりである。 

課題 1：新規自殺発芽誘導物質（T-010）が合成され、ポット試験・土壌試験において効果

が検証された。 

課題 2：土壌から多くの糸状菌と細菌を分離し、ストライガ防除効果をもつ微生物を特定し

た。 

課題 3：根寄生雑草の発芽時に特徴的な炭素源・窒素源を特定し、それらの代謝阻害による

発芽抑制効果を確認した。 

課題 4：ストライガと宿主作物の気孔密度・開度の差異に基づく宿主養水分収奪機構が解析

された。 

課題 5：イネ・ソルガムのストライガ抵抗性試験が行われ、選定された 6 品種から環境適応

性の評価を経て 2 品種が特定された。 

課題 6：ストライガの寄生を抑制するゴマ品種を選抜したほか、コムギ・ミレット・ヒマワ

リ・ササゲ等の抵抗性/耐性を評価し、新規輪作体系を考案した。 

 

＜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＞ 

本成果達成のための以下の 2 課題についても既に実施され、高い達成見込みが得られている。 

課題 7：農家家計における経済的制約の軽減が新技術受容性の条件として特定された。生産

者・消費者の嗜好について調査票調査が実施され、結果の取りまとめが最終段階で

ある。 

課題 8：ストライガ対処法の共有に向けた FFS が 24 回実施され、展示圃場でのストライガ防除

効果と、それに起因する高い収量が報告されている。 

 

＜中間レビューにおける提言への対応状況＞ 

中間レビューにおいて、運営管理面及び技術面に関する以下 4 項目の提言がなされ、本調査

においてそれら提言への対応状況を確認した。 
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① プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改訂 

中間レビューで使用された評価用 PDM（PDMe）が 2012 年 12 月 25 日に行われた合同

調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）において、PDM 第 2 版として承認された。 

② 研究用機材の活用及び維持管理 

SUST ストライガ研究室に勤める技術職員（Technician）に本邦研修の機会（2013 年 6～

8 月）を提供した。帰国直後及び 3 カ月後、6 カ月後には日本側研究者が短期専門家とし

てスーダンを訪問し、スーダン側独自で活動を継続できるよう、ストライガ研究室の装置

を使ってフォローアップを行った。 

③ ストライガ研究室の若手研究者の能力育成 

中間レビュー以降に、若手研究者 2 名の国外流出が起こったため、彼らの更なる能力向

上には至らなかったが、他の研究員については理論と実践の充実した指導を通じて、自立

した研究活動を支援する取り組みを行った。なお、スーダン人研究者が国際学会の一つで

ある北米農村社会学会で農業経営経済学的調査の成果を発表した。 

④ 成果 2 に係る活動の円滑な実施の推進 

FFS の活動はスーダン国内でも注目されており、スーダン政府から、FFS 運営にかかわ

る助成金を受けるだけでなく、活動に理解を示した二つの銀行（Bank of Sudan 及び 

Sudanese Agricultural Bank）からも助成金を獲得しており、FFS に係る活動が今後も円滑に

進むことが期待できる。 

 

＜プロジェクト目標達成の見込み＞ 

SUST 農学部にストライガ研究室が設置されており、常勤の研究員 2 名、技術員 3 名が勤務

しているほか、国立研究センター（National Center for Research：NCR）、ARC の研究員も研究

活動に参加している。ストライガ研究室の年次予算計画はあるが、中期的な予算計画は策定さ

れていない。ただし、SUST 農学部は、雑草研究のための新研究センター構想を有しており、

学部内及び ARC 関係者から成る検討委員会を設置して具体的な計画内容の検討を開始した。

同センター設立検討を通じて、長・中期的な予算についても検討が進むものと思われる。SUST

研究者の業績に関しては、これまでに 15 本の研究論文発表、17 本の学会発表がスーダン側の

研究者により行われた。以上のことから、プロジェクト目標達成の見込みについては一定の期

待がもてると判断された。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 

ストライガ被害はスーダン全土で農業生産に実害を及ぼしており、農民からのストライ

ガ対策に関するニーズが高い。本案件実施機関 SUST を所管する高等教育・科学研究省及

び農業灌漑省においても、ストライガは農業生産に被害をもたらす深刻な課題と認識さ

れ、本案件の成果に強い期待を抱いている。2012 年に策定されたわが国の対スーダン共和

国国別援助方針は、貧困削減及び食料安全保障に貢献することを掲げており、本案件はス

ーダンの政策ニーズ、わが国の援助方針と照らして妥当性が高いといえる。 
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（2）有効性：高い 

各成果のための活動は着実に達成に向けて進捗しており、プロジェクト目標の達成に寄

与している。協力期間終了時までに、プロジェクト目標は達成されると考えられる。 

 

（3）効率性：高い 

スーダン・日本側双方からの投入は、スーダン人カウンターパートの頭脳流出の問題を

除きおおむね適切であった。本プロジェクトのためにスーダン政府が支出したローカルコ

ンポーネント（予算）は、ストライガ研究室の拡張工事、新研究棟（分子生物学）建設に

利用された。 

 

（4）インパクト：高い（正のインパクト） 

本プロジェクトを通じて、多数の大学院生も、ストライガ防除の研究にかかわる機会を

得た。ガダーレフ州のデモンストレーション農家では、ソルガムの生産性が大きく向上し、

FFS は、ガダーレフ州の他のプログラムにも応用されつつある。FFS に参加した農家は、

外部支援を得やすくするために、自ら農民組織化を図りつつある。負のインパクトは見当

たらない。 

 

（5）持続性：中程度 

スーダンの政策が農業の重要性をうたっていること、雑草研究センター構想が立ち上がっ

ていることは、政策的・制度的な持続性を確保する要因となっている。一方で、予算面の

持続性は、ひとえに雑草研究センターの具現化にかかっており、また、ストライガ防除の

支援等を受けるための農民のグループ化には、GSMAI からの継続的な支援を必要として

いる。なお、プロジェクトに参加した研究員や普及員は、ストライガ防除に係る研究・普

及を実践する能力を獲得しているが、農民レベルでは、肥料・除草剤・農業機械といった

ストライガ防除技術の導入に必要な投入資材の入手可能性が不透明なため、技術的持続性

については中程度との判断となった。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること：該当なし 

（2）実施プロセスに関すること：  

一部のカウンターパートがプロジェクト以外の助成を受け研究活動を行った。また、ガ

ダーレフ州の FFS 活動に関しても、スーダン銀行・農業銀行からの資金的支援が得られた。

これらの追加的な外部支援は、円滑な活動進捗と成果の産出に貢献した。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること：該当なし 

（2）実施プロセスに関すること：  

2013 年作期には旱魃のため、FFS の展示圃場においても収量が低下した。収穫が皆無と

なった周辺圃場に比べ、展示圃場では収穫があり、技術の効果は確認されたものの、技術

普及の効果には否定的な影響が及んだ。 
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３－５ 結 論 

成果における各指標もほぼすべてにおいて協力期間内に達成見込みであり、ストライガ防除

に係る SUST 及び協力機関の研究能力が、プロジェクトを通じて向上したことから、プロジェ

クトは、当初予定どおり 2015 年 2 月に終了が可能と判断される。ただし、ストライガ防除研

究を継続するために、雑草研究センター構想の具現化が必要である。 

 

３－６ 提 言 

（1）協力期間終了までに取り組むべき活動 

1）雑草研究センター（Weed Research Center）構想の具現化に向けた支援 

SUST 農学部による雑草研究センター（仮称）構想は、プロジェクトの各課題（研究）

の継続と発展のために重要な計画である。同構想の具現化に向けて、プロジェクトの日

本側チームは、可能な限りの支援（情報提供等）をスーダン側に対して行う。 

2）実験機器の使用マニュアル 

中間レビュー時の提言の一つに、「SUST ストライガ研究室に供与された実験機器の維

持管理・保守のためのカウンターパート研修」がある。本編４－２（2）に記述のとお

り、神戸大学で研修を受けた技術員（Technician）が、今やストライガ研究室の実験機器

管理（分析から機器及び研究試薬等の保管管理）を一人で担えるまでになっている。一

方、煩雑かつ使用上の注意を要する機材（高速液体クロマトグラフ：試料中の各成分を

分離し含有量を測定する機器、ガスクロマトグラフ：気化しやすい化合物の同定・定量

分析に用いられる機器）もあることから、これら機材の使用マニュアルの作成が必要で

ある。日本人専門家が、同マニュアルの作成を支援予定であり、プロジェクト期間内に

作成し、カウンターパートへ引き継ぎを行う。 

 

（2）協力期間終了後、スーダン側関係機関が取り組むべき活動 

1）Center of Excellence（COE）の政府承認 

中間レビューの際に期待されていた高等教育・科学研究省による SUST 農学部の COE

（教育・研究・人材育成拠点機関）政府承認（農業部門）は、現在も省内で検討中であ

る。高等教育・科学研究省へ表敬の折、COE 公認となった場合、優秀な学生の入学促進

や授業料・生活費補助、研究者の海外派遣、スタッフの新規雇用、少額の資機材・消耗

品購入費補助といった恩恵が生まれるとのことであった。早期の COE 承認を依頼した。 

2）予算の確保  

プロジェクト終了後は、ドナー国・機関及び当該国政府からの支援予算が少なくなり、

往々にしてプロジェクト活動は大きく減じられるので、実施機関（SUST）のみならず

協力機関（NCR、ARC、ガダーレフ州）もそれぞれでの予算確保を期待する。 

 

３－７ 教 訓 

（1）研究施設・機材を整備することが困難な途上国にあっては、援助等によって整備された

施設・機材の有効利用をいかに図るかが肝心である。その点において、他機関のストライ

ガ研究者にも、SUST ストライガ研究室の門戸を開いている SUST 農学部の方針は、頭脳

流出が頻繁なスーダンにおける大学、政府研究機関の研究者・学生に広く利用の機会を与
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える意味で、有用な方針と考えられる。 

 

（2）プロジェクトは、実施機関 SUST のみならず、NCR、ARC、GSMAI 等、複数の協力機

関が関与するものであり、また、成果 1 と 2 のプロジェクトサイトが車で 6 時間の距離に

あったことから、関係者のコミュニケーションが懸念された。しかし、関係者の調整努力

により、大きな問題を生ずることなく、プロジェクトを成功に導くことができた。 

 

（3）スーダン側及び日本側の研究代表者はストライガ防除研究において、20 年以上の関係を

築いており、それは今後も継続するものと思料。本プロジェクトのような研究事業に限ら

ず、共通の課題に取り組むなかで、強固な信頼関係の存在は、持続的な活動を行ううえで

不可欠なものといえる。 

 




