
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 ： 東京大学アジア生物資源環境研究センター 
（ 中 国 ） 拠 点 機 関： Northeast Forestry University（東北林業大学） 
（ タ イ ） 拠 点 機 関： Land Development Department（土地開発局） 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：   問題土壌の環境修復と持続的利用                  
                （交流分野：生物資源環境科学）  
（英文）：   Environmental restoration and sustainable use of problem soils   
                （交流分野：Sustainable bioresource management）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.anesc.u-tokyo.ac.jp/jp/AA.html    
 
 
３．開始年度 
 平成２０年度（１年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：東京大学アジア生物資源環境研究センター 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：アジア生物資源環境研究センター・センター長・

宝月岱造 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：アジア生物資源環境研究センター・教授・ 

小島克己 
 協力機関：宇都宮大学 
 事務組織：東京大学農学系事務部 
 
相手国側実施組織 
（１） 国 （地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Northeast Forestry University 

      （和文）東北林業大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Alkali Soil Natural Environmental 
Science Center・Professor（Director）・Shenkui Liu 
 協力機関：（英文）Nanjing Agricultural University 
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      （和文）南京農業大学 
 
（２） 国 （地域）名：タイ 
拠点機関：（英文）Land Development Department 

      （和文）土地開発局 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Land Development Department・Official 

Adviser・Pisoot Vijarnsorn 
 協力機関：（英文）Rice Department、Royal Forest Department 
      （和文）稲局、森林局 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
塩類集積土壌、アルカリ土壌、泥炭土壌、酸性硫酸塩土壌など、アジアで特に荒廃地化が

進んでいる問題土壌をターゲットとし、それぞれの場所で交流相手国研究機関の研究者と

共同してフィールド調査を行い、荒廃地に耐性のある野生植物や作物品種を探索し、環境

ストレス耐性の生理機構の解析、遺伝解析、適合品種の育種、共生機能の解明を進める。

これらの耐性植物や作物品種、共生系を用い、荒廃した環境を修復し、地域の社会経済条

件に適合した広域の土地利用計画を策定し、生物資源の循環利用・生産システムを構築す

るための国際共同研究を行う。得られた成果を、各々の問題土壌地域個別的なものと、ア

ジアの問題土壌地域の環境修復・持続的生物資源利用に普遍的なものとに峻別して明確に

示し、ワークショップ・セミナー等を通じ成果の共有とアジア地域の研究機関の研究レベ

ルの底上げを図る。さらに、アジアの問題土壌地域の環境修復と生物資源の持続的利用と

いう共通のゴールに向け、アジアと日本双方の若手研究者の人材の育成を念頭に置いた研

究協力体制の強化と研究ネットワークの広域化を図る。 
 
６．平成２０年度研究交流目標 
①共同研究・研究者交流 
中国を対象とした研究においては、拠点機関である東北林業大学の研究者を中心として南

京農業大学等の研究者を含め、アルカリ性塩類集積土壌の荒廃地の環境修復とその周辺部

を含めた半乾燥地の生物資源の持続的利用に関する共同研究プログラムを構築する。タイ

国を対象とした研究においては、土地開発局の研究者を中心として稲局、森林局等の研究

者を含め、泥炭土壌、酸性硫酸塩土壌等の低湿地荒廃地の環境修復と天水田地域の生物資

源の持続的利用に関する共同研究プログラムを構築する。この他、ベトナム及びカンボジ

ア、インドネシア等の研究機関との研究交流の可能性を検討する。 
②セミナー等学術会合の開催 
中国ハルビン市において、中国、タイ、日本の研究参画者を集めて公開セミナーを開催し、

個別の問題土壌でのこれまでの問題土壌の環境修復と持続的利用に関する研究の蓄積を交

換し、3 年間の研究交流計画を確認する。 
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７．平成２０年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

中国、タイ、日本の研究参画者を集め、中国東北林業大学においてセミナーを開催するこ

とにより、3 年間の研究交流計画とそれを超えた研究協力体制を作ることに相互に理解が得

られ、順調なスタートを切ることができた。特に中国東北林業大学の研究者とは、これを

機会にいくつかの共同研究が計画、実施され、若手研究者レベルでの研究交流も進んだこ

とが大きな成果である。この他、カンボジア農業開発研究所と研究交流の可能性を検討し、

平成 21 年度のセミナーをカンボジア農業開発研究所において開催することとし、東京大学

とカンボジア農業開発研究所との学術交流協定を締結する方向で交流を進めることになっ

た。ベトナムの水産研究所、海洋研究所、ハノイ農業大学との共同研究を進め、今後の研

究交流の展開を議論した。インドネシアについては研究交流の展開が望めないために検討

を打ち切った。 
 

７－２ 学術面の成果 

1. アルカリ性塩類集積土壌に関するこれまでの成果を整理し、栽培植物と環境修復用の緑

化植物の選抜に着手することができた。 
2. 東京大学および国際イネ研究所の保有する世界のイネ遺伝資源を材料に、アルカリ土壌

耐性をもつ伝統品種のスクリーニングと、次年度以降の遺伝解析に向けた遺伝解析材料の

育成に着手することができた。 
3. 熱帯天水田地域のストレス下の直播栽培の改良法を提案し共著としてまとめ、複合農業

の選択に関する農家調査と収量調査に着手することができた。 
4. 熱帯低湿地の問題土壌に耐性のある作物・樹木の選抜と低湿地の環境モニタリングに着

手することができた。 
5. 地域から発生する未利用バイオマス資源から、圧密および熱変換による新材料の生産技

術の開発に着手することができた。また、アジア各国におけるツーリズムの現状の調査を

行った。 
 
７－３ 若手研究者養成 

中国東北林業大学でのセミナーでは、13件の口頭発表と 26件のポスター発表が行われたが、

そのほとんどが大学院生、PD 等の若手研究者によるものであり、日本あるいは相手国のこ

の分野での若手研究者の養成に貢献した。また、日本と中国の若手研究者は、このセミナ

ーの運営に参画したことにより、今後の国際的な研究交流の推進のための大きな経験を積

んだと思われる。 

 

７－４ 社会貢献 

中国黒竜江省あるいはハルビン市の関係各機関からセミナーやレセプションへの参加者が
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あり、学術研究だけでなく、行政あるいは農業への応用可能性について強い関心が示され

た。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

特にない。 
 

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   6 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 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

R-1 の「アルカリ土壌での持続的生物生産」と R-2 の「イネ遺伝資源における不良土壌耐性

の遺伝解析」については、中国東北林業大学でのセミナーに合わせて打ち合わせと実験を

行い、共同研究を開始した。これにより R-1 に関しては、アルカリ性塩類集積土壌に関す

るこれまでの成果を整理し、栽培植物と環境修復用の緑化植物の選抜に着手することがで

きた。また R-2 に関しては、東京大学および国際イネ研究所の保有する世界のイネ遺伝資

源を材料に、アルカリ土壌耐性をもつ伝統品種のスクリーニングと、次年度以降の遺伝解

析に向けた遺伝解析材料の育成に着手することができた。R-3 の「熱帯天水田の持続的土地

利用」、R-4 の「熱帯低湿地の問題土壌での持続的生物生産」、R-5 の「持続的なバイオマス・

景観利用技術の開発」については、セミナーの際に招へいしたタイ国の研究者と打ち合わ

せを行い、それぞれ共同研究を開始した。これにより R-3 に関しては、熱帯天水田地域の

ストレス下の直播栽培の改良法を提案し共著としてまとめ、複合農業の選択に関する農家

調査と収量調査に着手することができた。また R-4 に関しては、熱帯低湿地の問題土壌に

耐性のある作物・樹木の選抜と低湿地の環境モニタリングに着手することができた。さら

に R-5 に関しては、地域から発生する未利用バイオマス資源から、圧密および熱変換によ

る新材料の生産技術の開発に着手することができた。 

 

８－２ セミナー 

中国ハルビン市の東北林業大学において、JSPS AA Science Platform Program：Environmental 

restoration and sustainable use of problem soils と題するセミナーを開催し、アルカリ土壌地域

の現地調査、現地検討会もあわせて行った。これにより、本事業のそれそれの共同研究に

関する参加者の相互理解が得られ、また現地の荒廃土壌の厳しい環境とそれへの対応策に

ついて実体験を通じ、それぞれの共同研究への新たな指針が得られた。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

ベトナムから研究者を１名日本へ招へいする予定であったが、先方の都合により招へいす

ることができなかった。 
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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 中国 タイ 

ベトナム 

（日本） 
合計 

日本 
実施計画  

 

16/92 2/20  18/112 

実績 16/101 0/0  16/101 

中国 
実施計画      

実績     

タイ 
実施計画 1/10 3/18   4/28 

実績 0/0 5/33  5/33 

ベトナム 

（日本） 

実施計画 1/10    1/10 

実績 0/0   0/0 

合計 
実施計画 2/20 19/110 2/20 0/0 23/150 

実績 0/0 21/134 0/0 0/0 21/134 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   ０／０ （人／人日）   ０／０ （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 

 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）アルカリ土壌での持続的生物生産 

（英文）Sustainable production in alkaline soil area 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）高野哲夫・東京大学アジア生物資源環境研究センター・准教授

（英文）Tetsuo Takano・Asian Natural Environmental Science Center, 
The University of Tokyo・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Shenkui Liu・Alkali Soil Natural Environmental Science Center, 
Northeast Forestry University, China・Professor（Director） 

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 中国 タイ 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  1/10  1/10 

実績 7/56  7/56 

中国 実施計画     

実績    

タイ 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  1/10  1/10 

実績  7/56  7/56 

② 国内での交流       0 人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

アルカリ性塩類集積土壌に関するこれまでの成果を整理し、栽培植物

種・品種からのアルカリ性塩類集積土壌耐性を持つものの選抜に着手し

た。また、野生植物の中から環境修復用緑化植物として用いることので

きるアルカリ性塩類集積土壌耐性植物の選抜に着手した。またセミナー

の開催と合わせ、中国農業大学を訪問し、植物の環境ストレス耐性機構

の研究に関する今後の研究交流の可能性を検討した。 

日本側参加者数  

16 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

13 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

タイ側参加者数 

0 名 （１３－３ タイ側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）イネ遺伝資源における不良土壌耐性の遺伝解析 

（英文）Genetic analysis of adverse soil tolerance in rice germplasm 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）東京大学大学院農学生命科学研究科・教授・根本圭介 

（英文）Keisuke Nemoto, Graduate School of Agricultural and Life 
Sciences, The University of Tokyo, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Shenkui Liu・Alkali Soil Natural Environmental Science Center, 
Northeast Forestry University, China・Professor（Director） 

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 中国 タイ 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  1/10  1/10 

実績 0/0  0/0 

中国 実施計画     

実績    

タイ 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  1/10  1/10 

実績  0/0  0/0 

② 国内での交流       0 人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

東京大学アジア生物資源環境研究センターにおいて育成したイネの交配

家系集団を中国東北林業大学において展開し、アルカリ性塩類土壌耐性

の遺伝解析のための準備を行い、また、耐性をもつ品種のスクリーニン

グに着手した。さらに、次年度以降の遺伝解析に向けた遺伝解析材料の

育成に着手した。また、セミナーに参加したタイ国側参加者と今後の共

同研究の展開について打ち合わせを行い、遺伝解析材料の育成に着手し

た。 

日本側参加者数  

7 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

7 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

タイ側参加者数 

1 名 （１３－３ タイ側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）熱帯天水田の持続的土地利用 

（英文）Sustainable land use in tropical rainfed rice fields 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）東京大学アジア生物資源環境研究センター・准教授・鴨下顕彦

（英文）Akihiko Kamoshita・Asian Natural Environmental Science 
Center, The University of Tokyo・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Boonrat Jongdee・Ubon Rachathani Rice Research Center, Rice 
Department・Project Leader 

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 中国 タイ 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画     

実績    

中国 実施計画     

実績    

タイ 実施計画 1/10   1/10 

実績 0/0  0/0 

合計 
実施計画 1/10   1/10 

実績 0/0   0/0 

② 国内での交流       0 人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

東北タイの天水田の直播に関する農家調査、圃場調査を補足的に行った。

また天候等の都合により計画を変更して今年度は圃場試験を取り止め、

昨年以前の試験を解析し、ストレス環境下での直播栽培の安定化のため

に必要な栽培方法として、条播とハローの有効性を評価し、共著論文に

まとめた。カンボジアとの今後の交流を可能性を検討し、まず、カンボ

ジアの天水田での収量、栽培技術、生産制約要因を解明するため、複合

農業の選択に関する農家調査を行った。 

日本側参加者数  

6 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

0 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

タイ側参加者数 

4 名 （１３－３ タイ側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）熱帯低湿地の問題土壌での持続的生物生産 

（英文）Sustainable land use of problem soils in tropical lowlands 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）小島克己・東京大学アジア生物資源環境研究センター・教授 

（英文）Katsumi Kojima・Asian Natural Environmental Science 
Center, The University of Tokyo・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Tanit Nuyim・Southern Silvicultural Research Center, Royal Forest 
Department, Thailand・Chief 

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 中国 タイ 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画   1/10 1/10 

実績  0/0 0/0 

中国 実施計画     

実績    

タイ 実施計画     

実績    

合計 
実施計画   1/10 1/10 

実績   0/0 0/0 

② 国内での交流       0 人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

泥炭湿地の湛水環境に造林可能な樹木を探索するため、造林試験を行っ

た。苗畑において湛水環境での生残率を向上させるための育苗法の改良

試験を行った。また、造林地の二酸化炭素固定量を評価するために、毎

木調査を行った。泥炭からの二酸化炭素放出量を評価するための、土壌

呼吸量測定を行った。水分環境を制御して土壌呼吸量の応答を調べる実

験に着手した。 

日本側参加者数  

8 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

0 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

タイ側参加者数 

2 名 （１３－３ タイ側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－5 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）持続的なバイオマス・景観利用技術の開発 

（英文）Development of sustainable technology for biomass utilization 
and landscape management 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）井上雅文・東京大学アジア生物資源環境研究センター・准教授

（英文）Masahumi Inoue・Asian Natural Environmental Science 
Center, The University of Tokyo・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Tanit Nuyim・Southern Silvicultural Research Center, Royal Forest 
Department, Thailand・Chief 

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 中国 タイ 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画   1/10 1/10 

実績  0/0 0/0 

中国 実施計画     

実績    

タイ 実施計画     

実績    

合計 
実施計画   1/10 1/10 

実績   0/0 0/0 

② 国内での交流       0 人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

地域から発生する未利用バイオマス資源のうち、竹やメラルーカ材につ

いてその材料としての特性を評価した。圧密および熱変換に代表される

低環境負荷型技術を用いて土地改良資材や景観整備用資材として利用可

能な新材料を生産することを目的として、まず熱処理方法の検討を開始

し、腐朽試験の準備を行った。また、アジア各国におけるツーリズムの

現状の調査を行った。 

日本側参加者数  

10 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

1 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

タイ側参加者数 

2 名 （１３－３ タイ側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会 アジア・アフリカ学術基盤形成事業： 

問題土壌の環境修復と持続的利用 
（英文）JSPS AA Science Platform Program：Environmental 

restoration and sustainable use of problem soils 
開催時期 平成２０年７月９日 ～ 平成２０年７月１３日（５日間） 
開催地（国名、都市

名、会場名） 
（和文）中国、ハルビン市、東北林業大学 
（英文）China、Habin city、Northeast Forestry University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）高野哲夫・東京大学アジア生物資源環境研究センター・ 

准教授 
（英文）Tetsuo Takano・Asian Natural Environmental Science 
Center, The University of Tokyo・Associate 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) 

Shenkui Liu・Alkali Soil Natural Environmental Science Center, 
Northeast Forestry University, China・Professor（Director） 

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    16/101   （ 7/56）人/人日 21/134 

（ 7/56）

 人/人日

中国側参加者        0/0     （ 0/ 0）人/人日 

タイ側参加者        5/33    （ 0/ 0）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              4 人 

32 人

中国側参加者              28 人 

タイ側参加者              0 人 

①と②の合計人数        53 人 

セミナー開催の目

的 
本事業では、塩類集積土壌、アルカリ土壌、泥炭土壌、酸性硫酸塩土

壌など、アジアで特に荒廃地化が進んでいる問題土壌をターゲットと

し、研究者交流や共同研究を行う。それぞれの地域には地域固有の問

題があるが、類似した問題点も多くあるので、様々な土壌について研

究を進めている研究者が情報交換し、議論する事が重要である。その

ような議論を通じて本事業を３年間でどのように推進していくか確認

する。またその過程で研究協力体制の強化をはかる。 
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セミナーの成果  本年度のセミナーでは、中国東北部のアルカリ土壌、タイの塩類集

積土壌、酸性硫酸塩土壌やタイにおける天水田等の水が制限要因とな

っている農地等を対象として、作物学、造林学、育種学、アグロノミ

ー等のフィールドワークや植物、作物の環境ストレスに対する応答解

析、耐性機構解析、遺伝解析等のラボワークを含めて発表、討論を行

い、これまでの共同研究で得られている成果が交換され、本事業に参

加する研究者の相互理解が進んだ。さらに、アルカリ土壌地域の現地

調査、現地検討会を行い、現地環境への認識の共有を図り、フィール

ドワーカーとラボワーカーの交流が進んだ。 

 中国側からの参加者も含め、13 件の口頭発表と 26 件のポスター発表

が行われたが、そのほとんどが若手研究者によるものであり、また、

中国東北林業大学や東京大学アジア生物資源環境研究センターの若手

研究者はセミナーの運営にも参画した。これらのことにより、この分

野での若手研究者の養成に貢献することができた。 

セミナーの運営組

織 
セミナー運営委員会 
 委員長 Shenkui Liu（柳参奎）（東北林業大学） 
 委員  高野哲夫（東京大学） 
 委員  練春蘭 （東京大学） 
 委員  鴨下顕彦（東京大学） 
 委員  張欣欣 （東京大学） 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 旅費（招へい、日本側研究

者の派遣）、消耗品費     

   金額 3,082,000 円 

相手国(地域) 
中国 

内容 会場使用料、会場設営費、

レセプション費、パンフレット・

プログラム印刷費、中国国内の招

へい研究者の国内旅費      

   金額   800,000 円 

相手国(地域) 
タイ 

内容  
              

   金額         0 円 
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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 中国 タイ 

ベトナム 

（日本） 
合計 

日本 
実施計画  

 

    

実績     

中国 
実施計画      

実績     

タイ 
実施計画      

実績     

ベトナム 

（日本） 

実施計画 1/10    1/10 

実績 0/0   0/0 

合計 
実施計画 1/10    1/10 

実績 0/0    0/0 
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 15

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 236,680  

外国旅費 4,529,880  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 6,956  

その他経費 0  

外国旅費・謝金に係
る消費税 226,484  

計 5,000,000  

委託手数料 500,000  

合  計 5,500,000  

 

 

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 4,993,044 0

第２四半期 0 21/134

第３四半期 6,956 0

第４四半期 0 0

計 5,000,000 21/134

 
 


