
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２０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:// bbs1.agr.kyushu-u.ac.jp/tropic/Asia-Africa/index.html  
 
 
３．開始年度 
平成１８年度（ ３ 年目） 
 
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・吉村 淳 
 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 
 協力機関：（英文）Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry  
      （和文）タイグェン大学 
 Nong Lam University 

 ノンラム大学 
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 Can Tho University 

 カントー大学 
 Hue University 

 フエ大学 

 National Institute of Plant Protection 

 国立植物保護研究所 
 National Institute of Ecology and Biological Resources 

 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 Suasa-Ard 
 協力機関：（英文）Chiang Mai University  
      （和文）チェンマイ大学 
 Khon Kaen University 

 コンケン大学 
 
５．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２０年度研究交流目標 
本年度は事業の最終年度ということもあり，共同研究のとりまとめを図る．すなわち，

これまで進めてきた本事業の全期間を通じた交流目標である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，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の解明，③アジア

農学の実態とわが国の地域農業と合体により国際高等農学教育の拡大を図るという３

点がどこまで達成されたかという評価を行なう． 
 平成 20 年 11 月には本事業の 3 回目の国際セミナーを実施し，各分野の研究進捗状

況を確認するとともに，今後進めるべき研究交流の方向性を確認する．本セミナーには

米国からもキーノートスピーカーを招へいする予定であり，日本，ベトナム等の研究者

とのパネルディスカッションを予定している． 
 また本年度も昨年度同様に数名の若手研究員を日本に招へいし技術研修を実施する

予定である． 
 
 
７．平成２０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下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

これまで日本側と相手国側の研究協力関係は研究者同士の個人的な研究協力関係（点と

点との交流）が主であったが，本事業を通じた交流の結果，拠点大学の九州大学農学研究

院および熱帯農学研究センターを核として，山口大学，佐賀大学，鹿児島大学，宮崎大学，

琉球大学がコンソーシアムを形成し，共同研究や若手研究員の受け入れを積極的に行い，

面と面との交流という研究協力体制を構築できた．一方，相手国側のうちベトナムでは拠

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ネットワークを拡大するとともに，

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

強固な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なっただけでなく，研究成果の共有化と情報の

伝達がきわめてスムーズに行えるようになった．これは本事業の全期間を通じた目標とし

て掲げた③の成果であり，次年度より国際協力機構（JICA）がハノイ農業大学等の協力の

もとで実施予定のベトナム北西部における高等農学教育に関する国際協力の場面（プロジ

ェクト名：タイバック大学機能強化プロジェクト）に有効に生かされるものと思われる． 

 

７－２ 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“Vietlai50”が育成され，品種としての最終

的評価を行なう段階にまで達している．また，すでにリリースされている“Vietlai20”の

窒素施用が光合成能と乾物重量に与える影響や，その他のハイブリッドイネ品種の二酸化
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炭素利用効率に関する研究を行い重要な知見を得ることができた．この２件については学

術雑誌に投稿し掲載された．さらに，環境分野では引き続きベトナム北西部を中心に農業

用水の悪化の状況について調査を行なった．その結果，ハイブリッドイネの一部の栽培地

域においては 120kg/ha もの窒素肥料を与えているが，適正な窒素肥料の施肥量は 90kg/ha
であり，過剰な窒素肥料の投与が農業用水の汚染をもたらしていると推測された．この成

果は今後イネ栽培農家に伝えられ施肥の適正化が行われることになっている． 
 
７－３ 若手研究者養成 

 本年度はベトナムから３名，タイから１名の計４名の若手研究者をすべて拠点機関であ

る九州大学で受け入れ，研究上必要な技術研修を実施した．ベトナムからの３名には，そ

れぞれ，イネの DNA 分析技術，イネの光合成特性評価法，イネの育種法に関する技術移転

を行うとともに，タイからの１名に対しては害虫類の生物的防除に関する技術指導を行な

った． 

 

７－４ 社会貢献 

 本年度は拠点機関である九州大学において国際セミナーを実施したが（平成 20 年 11 月

22 日～24 日），休日中にも関わらず多くの学生，大学院生および留学生が参加した．特に，

今回は「緑の革命」で世界的に有名なカリフォルニア大学デービス校の G. S. Khush 教授

の講演時と総合討論の際は活発な質疑応答があり，本事業のテーマである「ハイブリッド

イネ」に対する関心の深さがうかがわれた．今後も，本事業の成果が広く日本国内外に還

元されることが期待される． 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本年度も昨年度と同様に本事業の一環として開催された国際セミナーのプロシーディン

グを発行した．このプロシーディングスは日本国内のみならず広く海外の研究機関にも配

布する予定であるので，本事業の成果を公表できる絶好の機会と思われる．今後も本事業

で得られた研究成果については積極的に公表したい．本事業ではハイブリッドイネだけで

なくそれに関連する作物生産，環境，さらに農村経済に関して研究と交流を進めてきたが，

公表した成果はハイブリッドイネそのものに関するものがほとんどであった．今後はこれ

ら関連分野に関する研究も深化させたい． 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数     ３４本 

   うち、相手国参加研究者との共著   ３４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 ３４本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

 本年度も「ハイブリッドイネと農業生態系の科学」という大課題のもとで，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

継続して実施した．まず，①次世代型イネの開発として，ハノイ農業大学と共同で育成し

た新たなハイブリッドイネ品種「Vietlai50」について品種特性の評価を実施した．本課題

では今後の育種戦略について，カリフォルニア大デービス校の G. S. Khush 教授を交え，

日本側とベトナム側とでディスカッションを行った．ついで，②ベトナム北部地域での冬

作としての野菜栽培や穀物栽培および花き栽培の現状を調査するとともに、新たな花き栽

培の可能性について検討・協議した．また，③ハイブリッドイネの導入による農村経済の

変化についてベトナム側と共同調査を実施した． 

 

８－２ セミナー 

 2008 年 11 月 22～24 日に九州大学において国際合同セミナー(JSPS セミナー2008「ハイ

ブリッドイネと農業の変革（「Hybrid rice and Transformation of Farming Systems」)を

開催した．本セミナーには米国とタイから各１名，ベトナムから 11 名の研究者(拠点機関 6

名，協力機関 5 名）を招へいするとともに，日本国内の大学および国立研究機関から 6 名

の講演者を招へいした．本セミナーには本学の学生も多数参加し，セミナー開始時には約

75 名の参加があった． 

まず基調講演として 4人のスピーカーによる講演があった．カリフォルニア大学の G. S. 

Khush 教授にはこれまでの世界のイネ育種の研究成果を紹介していただき，ついで，ハノイ

農業大学学長の Vien 教授からベトナムにおけるハイブリッドイネの生産状況を，また同大

学の Hoan 助教授からは同国におけるハイブリッドイネの育種の現状について報告があった．

さらに，九州大学農学研究院の伊東教授からはイネとエネルギーとの関係に関する講演が

行なわれた．その後，４つの分科会（育種，作物・園芸，環境・保護，経済）に分かれ，

それぞれの分野でそれぞれ５～７題の発表があり各分野での論議を深めた．最後に，これ

らの分科会での論議を踏まえて活発な総合討論が行われた．なお，本セミナーでは学内の

競争的資金（Program & Project）による若手研究者グループの研究成果報告会も同時に行

われた． 

 

 

８－３ 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）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 2 名の日本側研究者（拠点機

関）が研究者交流を実施し，ハイブリッドイネの生産状況の視察と情報収集を行った． 
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９．平成２０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 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 ベトナム タイ ラオス 合計 

日本 
実施計画  11/77 2/10 0/0 13/87 

実績 10/67 3(1)/7 2(2)/10 12/84 

ベトナム 
実施計画 7/53    7/53 

実績 13/118   13/118 

タイ 
実施計画 2/10    2/10 

実績 2/37   2/37 

米国 

（日本側参加研究者） 

実施計画 1/5    1/5 

実績 1/9   1/9 

合計 
実施計画 10/68 11/77 2/10 0/0 23/155 

実績 16/164 10/67 2/7 0/10 28/248 

 

※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）  8 ／ 23  （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 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 18 年度 研究終了年度 平成 20 年度 

研究課題名 （和文）ハイブリッドイネと農業生態系の科学 

（英文）Science of hybrid rice: breeding, cropping patterns and the environment 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）吉村 淳・九州大学大学院農学研究院・教授 

（英文）Atsushi Yoshimura・Fac., Agr., Kyushu Univ.・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Tran Duc Vien・Hanoi University of Agriculture・Rector 

Wiwat Suasa-Ard・National Biological Control Research Center, Central Regional 

Center, Kasetsart University・Associate Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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 ベトナム タイ 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画
 

11/77 2/10 13/87 

実績 10/67 3(1)/7 12/74 

ベ ト

ナム 

実施計画 0/0 
 

0/0 0/0 

実績 5/42 0/0 5/42 

タイ 実施計画 0/0 0/0 
 

0/0 

実績 1/12 0/0 1/12 

米国 
（日本側

研究者） 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0 

実績 1/9 0/0 0/0 1/9 

合計 
実施計画 0/0 11/77 2/10 13/87 

実績 7/63 10/67 2/7 19/137 

② 国内での交流    2/6   人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

昨年度に引き続き３つの小課題を実施した．①次世代型イネの開発とし

て，新たなハイブリッドイネ品種「Vietlai50」について品種の特性を評

価した．②ベトナム北部地域での冬作としての野菜栽培や穀物栽培，お

よび花き栽培の現状を調査し新たな花き栽培の可能性について協議し

た．③ハイブリッドイネの導入による農村経済の変化についてベトナム

側と共同調査を実施した．この結果，「Vietlai50」が従来のハイブリッ

ドイネ品種よりもはるかに高い収量を示し（春作で 14.7t/ha-15.1t/ha，

秋作で 12.6t/ha-13.1t/ha），さらに，北部ベトナムにおけるイネ白葉枯

病レースに対して強い抵抗性をもつことが明らかになった．  

日本側参加者数  

51 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ ベトナム ）国(地域)側参加者数 

25 名 （１３－２（ベトナム）国側参加研究者リストを参照） 
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（ タイ   ）国(地域)側参加者数 

8 名 （１３－３（タイ  ）国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ 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）日本学術振興会ｾﾐﾅｰ“ハイブリッドイネと農業変遷” 

（英文）JSPS seminar “Hybrid rice and Agricultural Transition” 
開催時期 平成 20 年 11 月 22 日 ～ 平成 20 年 11 月 24 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・福岡市・九州大学 
（英文）Japan・Fukuoka・Kyushu University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）吉村 淳・九州大学大学院農学研究院･教授 
（英文）Atsushi Yoshimura・Fac. Agriculture, Kyushu Univ・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) 

 

参加 

者数 

① アジア・アフリカ学術基盤形成事業の経費を受けて参加した人数・人

日数（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    6 / 17 （ / ）   人/人日  

19/122 

（8/80） 

 人/人日

( 米 ）国(地域)側参加者      1   /  9  （ 1 / 9 ）人/人日 

(ベトナム）国(地域)側参加者      11  / 84  （ 6 / 59 ）人/人日 

(タイ  ）国(地域)側参加者     1  /  12  （ 1 / 12 ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者           47   人 

55 人

(ベトナム）国(地域)側参加者            5   人 

(タイ  ）国(地域)側参加者            3     人 

①と②の合計人数       74 人 

セミナー開催の目

的 
 本セミナーは本事業の最終年度として研究交流の取りまとめを行な

うにあたって，日本側と相手国側とのこれまでの研究成果の共有化と，

今後の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，

今後さらに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

方針の明確化を目的とする． 
 本セミナーは一昨年，昨年の２回にわたって開催されたセミナーで

の結果を踏まえ，世界のハイブリッドイネ研究に関するこれまでの成

果と問題点を総括する．これにより，今後の研究交流における問題点

や取り組むべき具体的な活動の方向性が明確になることが期待され

る． 

 9



セミナーの成果 今回のセミナーは本事業の最終年度として研究交流の取りまとめを

行なうにあたって，日本側と相手国側とのこれまでの研究成果の共有

化と，今後の研究活動の取り組むべき方向性を明らかにすることがで

きた（基調講演時の参加者数：74 名，各分科会の参加者数：15 名～29
名，総合討論時の参加者数：38 名）． 
今後は，次世代型イネとして育成された「Vietlai50」の優れた特性

を十分に発揮できるような施肥方法の開発や，「Vietlai50」の裏作（冬

作）として栽培する適切な園芸作物の選定に関する調査・研究を行う

必要がある．また，高生産性イネ品種が育成されたことを受けて，イ

ネを食用として利用するだけでなく，バイオマスエネルギーとしての

利用を考慮した新規な研究の立ち上げも必要と思われた． 
また，講演以外の時間を有効に利用して，次年度以降の新規申請案

件の具体的な打ち合わせや交流計画の打ち合わせも行なうことができ

た． 
セミナーの運営組

織 
セミナーは本事業のコーディネーターが運営組織の責任者となり，主

に日本側拠点機関である九州大学大学院農学研究院および九州大学熱

帯農学研究センターが企画･運営した． 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容  講演者旅費，講演要旨印刷費，レセプション経費等

金額  3,889,633 円 
相手国(地域) 内容              金額 
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１０－３ 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                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 ラオス  計 

日本 
実施計画  0/0  0/0 

実績 2/10  2/10 

ベトナム 
実施計画 2/28   2/28 

実績 3/51  3/51 

タイ 
実施計画 0/0   0/0 

実績 1/25  1/25 

合計 
実施計画 2/28 0/0  2/28 

実績 4/76 2/10  6/86 

②  国内での交流   0/0    人／人日 
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１１．平成２０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 1,641,826  

外国旅費 5,068,939  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 116,482  

その他経費 916,489  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

256,264  

計 8,000,000  

委託手数料 800,000  

合  計 8,800,000  

 
 
 
１２．四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 371,700 2/20 

第２四半期 942,205 4/49 

第３四半期 4,917,790 17/133 

第４四半期 1,768,305 5/46 

計 8,000,000 28/248 

 
 


