
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９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 

（    ）拠点機関：  

 

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://bbs1.agr.kyushu-u.ac.jp/tropic/Asia-Africa/index.html   

 

３．開始年度 

  平成１９年度（２年目） 

 

４．交流実施期間（業務委託期間） 

  平成１９年４月１日 ～ 平成２０年３月３１日 

 

５．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 University of Agriculture 

      （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）Rector・Tran Duc Vien 
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 協力機関：（英文）Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 

      （和文）タイグェン大学 

          （英文）Nong Lam University 

      （和文）ノンラム大学 

          （英文）Can Tho University 

      （和文）カントー大学 

          （英文）Hue University 

      （和文）フエ大学 

          （英文）National Institute of Plant Protection 

      （和文）国立植物保護研究所 

          （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）Kasetsart 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 Sausa-Ard 

 協力機関：（英文）Chiang Mai University 

      （和文）チェンマイ大学 

          （英文）Khon Kaen University 

      （和文）コンケン大学 

 

６．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． 

 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． 
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＊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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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 

７－１ 共同研究 

共同研究としては「ハイブリッドイネと農業生態系の科学」というひとつの大きな課題を

想定しているが，そのなかに設定した３つの小課題（①次世代型イネの開発，②農業生態

系の変化と保全，③地域コンソシアムの形成）を本年度も継続して実施した．まず，①次

世代型イネの開発として，品種特性の評価法について検討するとともに，これまで育成さ

れた F1 品種の評価を行なった．ついで，②中部および南部ベトナムでの農作物の作付け体

系を調査するとともに，同地域の農業生態系環境調査を実施した．さらに，③ハイブリッ

ドイネの導入がもたらす地域社会への影響に関する調査を実施した． 

 

 

 

 

７－２ セミナー 

 2007 年 11 月 22～25 日にベトナム（ハノイ）において国際合同セミナーを開催した．本

セミナーには日本から１４名の研究者(拠点機関 12 名，協力機関 2 名）を派遣するととも

に，バングラデシュ，フィリピンから講演者を招へいした．また，日本側研究協力者であ

るドイツ・ホーエンハイム大学農学部タイ国チェンマイ大学内オフィス勤務の助教授１名

も招へいしそれぞれ講演を行なった．本セミナーにはベトナム国内からも多くの研究者が

参加し，セミナー開始時には 160 名程度の参加があった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 ベトナムから 3 名，タイから 1 名の若手研究者を招聘し，拠点機関（九州大学）および

協力機関（佐賀大学，山口大学）においてトレーニングコースを実施した．また，本年度

はラオスに 1 名，フィリピンに 2 名の日本側研究者（拠点機関）が研究者交流を実施し，

ラオスではハイブリッドイネの生産状況を視察するとともに，フィリピンではイネの病害

に関する情報収集を行った． 
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８．平成１９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ください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 昨年度から開始された本事業は，拠点大学の九州大学農学研究院が核となり，附属農

場，生物的防除研究施設および熱帯農学研究センターとが緊密に連携し，協力大学であ

る山口大学，佐賀大学，鹿児島大学，宮崎大学，琉球大学がもつ人的，物的資源を活用

してネットワークを形成し，「ハイブリッドイネの遺伝育種・生理生態に関する研究」，

「ハイブリッドイネ導入による作型の変化と農業環境の変化」さらに「ハイブリッドイ

ネ導入と農村経済」に関する調査，研究を進めてきた．このネットワークは単に日本国

内にとどまらず，ベトナムにおいても拠点大学であるハノイ農業大学が中核となり，タ

イグェン，ノンラム，フエ，カントーの各大学や国立植物保護研究所，国立生態生物資

源研究所に拡大することができた．さらに，タイにおいてもカセサート大学を拠点大学

として，チェンマイ大学，コンケン大学というネットワークを構築できた．このネット

ワークにより，日本側は試験研究用の材料収集と現地調査によるデータ収集が容易に行

なわれるようになり，また，日本側からは研究情報の提供と若手研究者の育成が行われ

た．これらの交流を通じて，研究成果の共有化と情報の伝達がきわめてスムーズに進行

するようになった．  

 

８－２ 学術面の成果 

 育種分野では新規なハイブリッドイネ品種が育成されつつあり，品種としての最終的な

評価を行なう段階にまで達している．また，環境分野ではベトナムでの農業を取り巻く水

環境の悪化について，ハノイ周辺農村で水質検査を行なった．さらに，ハイブリッドイネ

栽培の後作として栽培されるキャベツの重要害虫であるコナガについてタイのカセサート

大学圃場で調査を行った． 

 

 

 

８－３ 若手研究者養成 

 本年度はベトナムとタイから計４名の若手研究者を招へいし，研究上必要な技術研修

を実施した．このうち，２名（ベトナム２名）は協力機関である山口大学と佐賀大学に

おいて，それぞれ，園芸作物（ネギ類およびナス類）の DNA 解析技術について研修を行

なった．また，他の２名はいずれも拠点機関である九州大学で受け入れ，イネの光合成

特性の測定技術に関する研修（ベトナム１名）と害虫類の識別と生物的防除に関する研

修（タイ１名）を行なった． 
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８－４ 社会貢献 

 前日の通り，本年度はベトナム国ハノイにおいてセミナーを実施したが，その際に多く

の参加者があった．特に，今回はベトナム農村部において農民を指導している農業改良普

及員の発表もあり，ハイブリッドイネのもたらすプラスとマイナス面について広く普及す

ることができた．今後も，本事業の成果が現地農民に還元されることが期待される． 

 

 

 

 

 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 本年度は昨年 11 月に実施した国際セミナーのプロシーディングを発行し，単に講演だけ

にとどまらず論文としてそれぞれの発表内容を残すことができた．しかし，学術論文とし

て発表されたものは多くないので，事業の最終年度となる平成 20 年度にはより多くの学術

論文を公表したい． 

 

 

 

 

 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数   2  本 

   うち、相手国参加研究者との共著  2 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 0 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 

 

 

Fukuda S. et al., 2007. Sensitivity analysis on the daily water temperature for paddy fields in 
Red River Delta, Vetnam. Bulletin of the Institute of Tropical Agriculture, Kyushu 
University. 30:67-81. 

Konishi, K., S. Nakamura and K. Takasu. 2007. Invasion of the coconut hipine beetle, Brontispa 
logissima: Current situation and Control Measures in Asia. Status and Control 13:1-7. 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 

９－１ 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)

第三国

(ラオス) 
合計 

日本 
実施計画  24/152 2/14 0/0 0/0 26/166 

実績 19/135 1/9 2/8 1(1)/3 22/155 

ベトナム 
実施計画 2/30     2/30 

実績 3/68    3/68 

タイ 
実施計画 0/0 2/12    2/12 

実績 1/33 0/0   1/33 

タイ 

(日本側参加者） 

実施計画  1/6    1/6 

実績  1/4   1/4 

フィリピン

(日本側参加者） 

実施計画  1/6    1/6 

実績  2/9   2/9 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 

(日本側参加者） 

実施計画  0/0    0/0 

実績  1/6    1/6 

合計 実施計画 2/30 28/176 2/14 0/0 0/0 32/220 

実績 4/101 23/154 1/9 2/8 1(1)/3 30/275 

 

※ 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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  2 ／ 8  （人／人日）  2 ／ 4  （人／人日） 

 

 

 


