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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１８年度 実施報告書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 九州大学 

（ベトナム）拠点機関： ハノイ農業大学 

（タイ）拠点機関： カセサート大学 

 

２．研究交流課題名 
（和文）： ハイブリッドイネと農業生態系の科学                           

                   （交流分野： 環境農学         ）  

（英文）： Science of hybrid rice: breeding, cropping patterns and the environment.             
                   （交流分野： Environmental Agronomy  ）  

研究交流課題に係るホームページ：http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/agr_06/asia-africa/index.html 

 

３．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１８年 ４月 3日 ～ 平成１９年 ３月３１日 

 

４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：九州大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大学院農学研究院・院長・今泉 勝己 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院農学研究院・教授・吉村 淳 

 協力機関：佐賀大学，宮崎大学，鹿児島大学，山口大学，琉球大学 

 事務組織：九州大学国際交流部国際交流課 

 

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：ベトナム 

拠点機関：（英文）Hanoi Agricultural University 

      （和文）ハノイ農業大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Center for Agricultural Research and 

Ecological Studies・Director/Vice Rector・Tran Duc Vien 

 協力機関：（英文）Thai Nguyen University of Agriculture and Foresty 

      （和文）タイグェン大学 

 協力機関：（英文）Nong Lam University 

様式７ 
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      （和文）ノンラム大学 

 協力機関：（英文）Can Tho University 

      （和文）カントー大学 

 協力機関：（英文）Hue University 

      （和文）フエ大学 

 協力機関：（英文）National Institute of Plant Protection 

      （和文）国立植物保護研究所 

 協力機関：（英文）National Institute of Ecology and Biological Resources 

      （和文）国立生態生物資源研究所 

 

（２）国（地域）名：タイ 

拠点機関：（英文）Kasesart University 

      （和文）カセサート大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）National Biological Control Research Center, 

Central Regional Center・Associate Professor・Wiwat Suasa-Ard 

 協力機関：（英文）Chiang Mai University 

      （和文）チェンマイ大学 

 協力機関：（英文）Khon Kaen University 

      （和文）コンケン大学 

  

５．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 
 アジアでは食料のほとんどを稲作に依存しており，イネに関する研究の成果は地域の

安定と発展に直接反映される．ハイブリッドイネは雑種強勢＊という特性を生かしたイ

ネの F1品種で，急速にアジア各地に普及しつつあるが，そのほとんどは中国産である．

我が国のイネ科学は基幹作物の育成と実験作物としての利用に貢献してきたが，学術的

な成果が必ずしも国際的な実用場面に活かされておらず，かつ市場としてのアジアにお

いても中国に席巻されつつある．しかし，中国産のハイブリットイネはアジア各地に固

有の病虫害に対応しておらず，しかも窒素肥料を多量に投入する必要がある点などから

さまざまな問題を引き起こしている． 

 そこで本事業では，①アジア各地のニーズに応じた低投入型次世代イネの品種開発を目

指し，②ハイブリッドイネの高窒素要求品種や早生品種導入に伴う農業生態系と農村環境

への影響および作付け体系の変化を明らかにするとともに，③アジア農学の実態をわが国

の地域農業と合体させ，地域間大学協力のもと国際高等農学教育の拡大を図る．  
＊雑種強勢：植物や動物において雑種が両親よりも旺盛な生育を示す現象． 
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６．平成１８年度の研究交流実績の概要 

６－１ 共同研究 
 本年度はのべ 18 名（日本側拠点機関 15 名，協力機関 3名，協力研究者 1名）が共同

研究のためベトナムおよびタイを訪問した． 

 ベトナム農村地帯の水環境保全に関する共同研究として，ハノイ農業大学土地環境学

部において水環境分析機器を用いハノイ近郊の農村の水質汚染状況を調査した．次にベ

トナム中部のフエ農業大学で農村の水質汚染や山村部の斜面耕作について聞き取り調

査を行なった．さらに，ノンラム大学土壌科学部，水管理学部ではメコンデルタでの作

付けパターンや施肥量，施肥による土壌環境汚染の状況について聞き取り調査を行なう

とともに，カントー大学においてもベトナム南部低平地を対象にした水環境問題への取

り組みについてディスカッションを行なった． 

 植物病理学関係ではハノイ農業大学植物病制御学の教員らとともに，ハノイ市および

その近郊において，水田稲作病害（イネリゾクトニア病害およびイネ白葉枯病）につい

て，イネ品種から見たレースおよび病害抵抗性ハイブリッドイネの病害調査を行い，ベ

トナム在来のイネ品種およびハイブリッドイネ品種から同病原菌類を採取した． 

 農業経済分野ではカントー大学農学部経済経営学科の教員とともに，同市近郊のフロ

ーティングマーケットを見学し，ハイブリッドイネの生産と流通に関する現状を聞き取

り調査した．さらに，ナムディン省チークニン地区の農協を訪問し，ハイブリッドイネ

の普及状況と栽培状況に関する聞き取り調査を行うとともに原々種圃場を視察した． 

 園芸学分野ではベトナム北部中山間地および紅河デルタで展開されているハイブリ

ッドイネ栽培の後作としての園芸作物の栽培状況を視察するとともにハノイ農業大学，

タイグェン農林大学との蔬菜園芸（ネギおよびシャロット類）分野の共同研究テーマの

策定を行なった．さらに，園芸学分野ではタイのカセサート大学農学部を訪れ，タイに

おけるハイブリッドイネ栽培の現状とその後作として行なわれている園芸作物栽培の

状況について調査した． 

 

６－２ セミナー 

 平成 18年 11月 16日から平成 18年 11月 19日にかけて，九州大学において日本学
術振興会セミナー「ハイブリッドイネと農業生態系の科学｣セミナーを開催した． 
 11月 16日に海外からの参加者が到着し参加者の受付と登録を行なった．セミナー初
日（11月 17日）には７課題の基調講演が行なわれた．同 2日目（11月 18日）には専
門別の三つの分科会(「イネの育種と生理学」，「イネをとりまく環境と作物栽培」，「イ
ネ生産から見た農村と経済」）に分かれて計 16課題の発表と討論が行なわれ，同日午後
には 7課題のポスター発表も行われた．これらの発表が終ったのちに総合討論会を実施
し本セミナーの総括を行なった．すべてのプログラムが終了したのちにはクロージング

レセプションを催し参加者同士の懇談を行なった．11月 19日はそれぞれの分科会ごと
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にエクスカーションを実施した． 
 今年度のセミナーには振興会経費でベトナムとタイから計 9名の研究者が参加し，そ
れぞれ，セミナーの基調講演もしくは課題別講演において３０～４０分程度の口頭によ

る講演を行なった．また，日本国内の協力機関から２名，さらに，1名の協力研究者が
本経費で参加し，いずれも課題別講演で口頭発表を行なった． 
 本セミナーはハイブリッドイネの導入によるプラス面とマイナス面とを学術的側面，

環境的側面，さらに経済的側面という多方面から総合的に討論した．また，セミナー開

催前にポスター掲示やホームページ等により学内外に広く周知していたため，多くの参

加者があり活発な討論が行なわれた． 
 本セミナーは今後の研究交流の実施にあたり，日本側と相手国側とのこれまでの研究

成果など課題の背景や知識に関する共有化と研究活動の枠組み作りや交流ネットワー

クの確立を目的としており，本セミナーを通じて研究計画に関する討議が行われること

で，今後取り組むべき共同研究課題の洗い出しと具体的な研究活動方針が明確になった．

また，セミナー開催中に本事業の主要なメンバーにより来年度以降の活動計画が策定さ

れ，来年度はベトナム（ハノイ）において同様のセミナーを開催する方針が定まった． 
 

６－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 本年度はハノイ農業大学講師 Pham Van Cuong氏と，同大学研究員 Vu Hong Quang氏
の両名を本事業の拠点機関である九州大学に招聘し，Cuong氏は平成 18年 11月 20日
から 12月 6日までの 17日間，Quang氏は平成 19年 3月 17日から 3月 25日までの 9
日間の日程で研究者交流（技術研修）を行なった． 
 Cuong氏の研究内容は１．ベトナム産ハイブリッドライスの低窒素施肥に対する窒素
吸収特性の解明，２．光合成関連色素分析技術の習得，３．イネの根の貫通力に着目し

た耐乾性の評価である．１については，環境負荷軽減の指標として窒素施肥に注目し，

すでに採取・乾燥したハイブリッドライスとその両親系統を用いて植物体各器官の窒素

吸収量を明らかにするために，窒素分析法であるセミミクロケルダール法を習得・分析

した．２では光化学系における余剰エネルギー放出機構として重要な役割を果たすキサ

ントフィルサイクル色素（ゼアキサンチン，ビオラキサンチン，アンテラキサンチン）

の分析技術を習得した．３では陸稲の耐乾性に関与する根の貫通力に関する測定技術を

習得した．１および３は同氏の職場であるハノイ農業大学でも測定可能な手法であり今

後の研究に十分に活かせるものである．Quang 氏はイネの DNA 分析に関する基礎的な技

術を習得するため，DNA の抽出・精製・複製等の実験を行なった．現在，ハイブリッド

イネの主な育種拠点は中国だが，今後ベトナムの気候・風土に適応したハイブリッドイ

ネ品種の育種を進めるうえで今回の技術研修はきわめて有効と思われる． 

 なお，本年度は 2名の日本側研究者がフィリピンへ第三国出張（研究者交流）を実施し，
国際イネ研究所においてイネの育種に関する情報収集を行なった． 
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７．平成１８年度の研究交流の成果 
（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下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 
 本交流を実施するにあたり，拠点大学となる九州大学では農学研究院が中核となり，

附属農場，生物的防除研究施設等の他，学内共同利用施設である熱帯農学研究センター

の教員が緊密な体制のもとに共同して実施できるよう研究協力体制を構築している．ま

ず，課題別ネットワークとして，「ハイブリッドイネの遺伝育種・生理生態に関する研

究」および「ハイブリッドイネの導入に伴う環境の変化に関する研究」について，課題

ごとに研究者の学術ネットワークを形成して研究活動を実施した．これらの活動を実施

するにあたり，熱帯農学研究センターがコーディネーターと協力して課題グループ間の

調整，相手国大学との連絡，学術振興会との連絡などを行なった．さらに，各課題の統

括責任者を設けてワーキンググループとし，課題ごとの研究計画，派遣･招聘計画など

の細部を策定した．また，協力大学となる山口大学，佐賀大学，鹿児島大学，宮崎大学，

琉球大学の各農学部では，既存のコンソシアムを利用しつつ連携して研究交流を補完し

た．また，ベトナム側の拠点大学であるハノイ農業大学とタイ側の拠点大学であるカセ

サート大学はいずれも九州大学と交流協定を結んでおり，かねてより人的な交流は盛ん

であったため，研究協力体制の構築は比較的スムーズに行なうことができた． 

 
 

７－２ 学術面の成果 
 育種分野ではあらたなハイブリッドイネ品種育成のための事業が積極的に推進され

学術的成果が出つつある．植物病理学関係ではハノイ市およびその近郊において，イネ

リゾクトニア病害およびイネ白葉枯病について，イネ品種から見たレースおよび病害抵

抗性ハイブリッドイネの病害調査を行い，ベトナム在来のイネ品種およびハイブリッド

イネ品種から同病原菌類を採取した． 

 農業経済分野ではカントー大学農学部経済経営学科の教員とともに，同市近郊のフロ

ーティングマーケットを見学し，ハイブリッドイネの生産と流通に関する現状を聞き取

り調査した．さらに，ナムディン省チークニン地区の農協を訪問し，ハイブリッドイネ

の普及状況と栽培状況に関する聞き取り調査を行うとともに原々種圃場を視察した． 

 園芸学分野ではベトナム北部中山間地および紅河デルタで展開されているハイブリ

ッドイネ栽培の後作としての園芸作物の栽培状況を視察するとともにハノイ農業大学，

タイグェン農林大学との蔬菜園芸（ネギおよびシャロット類）分野の共同研究テーマの

策定を行なった．  
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７－３ 若手研究者養成 
 本年度実施した研究者交流（招聘）において，ハノイ農業大学講師 Pham Van Cuong
氏と，同大学研究員 Vu Hong Quang氏の両名を本事業の拠点機関である九州大学に招聘
し，Cuong氏は平成 18年 11月 20日から 12月 6日までの 17日間，Quang氏は平成 19
年 3月 17日から 3月 25日までの 9日間技術研修を行なった．この技術研修では Cuong
氏はハイブリッドイネの窒素分析技術と色素分析技術を習得し，Quang氏は DNA分析
技術を習得した．今年度の研究者交流で招聘した両氏とも 30 代の若手研究者であり，
今後次世代を先導する研究者として期待できる． 
 

７－４ 社会貢献 
 本事業の協力体制を基盤として，相手国内での国際開発関係案件の申請が盛んになると

ともに，ハイブリッドイネの種モミ供給システムなど新規な産業開発が開始されつつある．

とくに，ハイブリッドイネの種モミ生産は比較的標高の高い中山間地で行われるため，同

地域の貧困削減への寄与が期待できる． 

 

 

 

 

 

７－５ 今後の課題・問題点 
 本年度は本研究交流による研究論文がひとつも発表されなかったので，次年度以降には

是非これまでの成果を公表できるようにしたい． 

 

 

 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 
  平成１８年度論文総数     0本 
   うち、相手国参加研究者との共著   本 
   うち、本事業が JSPSの出資によることが明記されているもの   本 

（� 論文リストを別に添付して下さい） 
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８．平成１８年度における総交流人数・人日数 
８－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

          派遣先 

派遣元 
日本 ベトナム タイ 

第三国 

(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)
 合計 

実施計画 12/90 6/30 0/0  18/120 
日本 

実績 

 

16/136 2(1)/11 2/12  19/159 

実施計画 9/70    9/70 
ベトナム 

実績 9/75 

 

   9/75 

実施計画 1/5    1/5 
タイ 

実績 1/5  

 

  1/5 

実施計画 1/5    1/5 *タイ（日本

側協力者） 実績 0/0   

 

 0/0 

実施計画      
 

実績     

 

 

実施計画 11/80 12/90 6/30 0/0  29/200 合計 

実績 10/80 16/136 2(1)/11 2/12  29/239 

 

� 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。） 

 

８－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 7 ／ 21 （人／人日）   3 ／ 8 （人／人日） 

 

 




