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抄録
本研究の目的は，アジアの主な国における農産物に関する研究の重点分野と主要な研究トピック

を知ることにより，この地域における農学研究の動向を理解することである。1995-2004の10年間
に発表された東南アジア及び東アジアの研究論文をAGRISデータベースから抽出し，扱っている農
産物と研究トピックの観点から分析した。東南アジアではフィリピンが，東アジアでは日本と中国
が，最も活発に農産物研究を行っている国である。この他，東南アジアではインドネシア，ベトナ
ム，マレーシア，タイ，東アジアでは韓国における研究の動向を分析した。農産物の種類では，マ
レーシアを除くすべての国で穀類及び穀類産物品に関する論文が最も多く発表され，その中でもコ
メとトウモロコシに関するものが中心である。コメとトウモロコシに関する最も重要な研究領域は，
それらの品質改良のための植物遺伝・育種の応用研究であるが，インドネシアでは施肥が主要な
テーマである。

Abstract
This study aims at knowing the kinds of agricultural commodities and the main topics in agricultural

research in the main Asian countries and understanding the trends of the research in this region. For
this purpose, we analyzed the research papers on agricultural commodities in the Southeast Asia and
the East Asia, which were published during the period 1995-2004 and recorded in the AGRIS database.
In the Southeast Asia the Philippines carried out research into agricultural commodities the most ac-
tively, and in the East Asia did Japan and the People’s Republic of China. The study revealed that,
during this period, the most commonly shared information by main countries was on cereals and ce-
real products, with a central focus to rice and maize. The most important research activities on rice and
maize in many of the main Asian countries were devoted to improvement of the quality of these com-
modity products through application research in plant genetics and breeding, but the main topic in
Indonesia was research in fertilizing.
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１．はじめに

アジアの多くの発展途上国にとって，農業は重要なセ
クターである1。発展途上国にとって，農業は最も効果
的で，一般的に存続能力が高い。しかし，ほとんどの発
展途上国で，貧困層の多くは農村地域で見られる2 こと
も事実であり，農産物の生産性向上が重要な課題であ
る。

アジアの各国での農産物生産の発展は，主に農業科学
及び関連学問分野の研究開発に依存している。一般的に
農業科学者は，農業分野の公的な研究開発（R&D）は社
会にかなりの配当を還元していると考えている。国際食
糧政策研究所（IFPRI）のレポート3 では，1953-2000年
の期間に農業R&D のコスト効果分析を扱った292の報
告（1886事例）のメタアナリシスを行っている。これら
のR&Dの回収率（R&Dコストに対する便益比）は幅広
く分布しているが，大部分は＋10～＋300％の範囲にあ
り，全体の21％が＋40～＋60％の領域にある。これは，
農業分野においてR&Dに順調な投資をすれば，投資合
計よりも多くの成果が産出されることを意味する。

アジア各国では，多くの研究結果が農業の発展をもた
らしている。本研究の目的は，アジア各国における農業
研究の種類やタイプを知り，農産物に関する研究動向を
理解することである。本研究で対象とするアジアは東南
アジア及び東アジアである。

農業研究に関する多くのデータベースがアジア各国で
構築されている。しかし，これらのデータベースには，
その国独自の言語でのみ公開されているものが多い。こ
のことにより，農産物に関するアジアの学術論文を見つ
けることが困難になっている。それゆえ，これらの農学
情報，特に生物学的・遺伝学的情報へのアクセスを容易
にするため，ASEAN地域で発生する情報を統合的で一
貫性のある形で提供するデータベースが必要とされてい
る4。

そのような中で，国連食糧農業機関（Food and Agri-
culture Organization of the United Nations：FAO）は，国，
地域及び国際的な農業研究機関間の連携によってAGRIS
データベース5 を維持・提供している。AGRISは，地域
的のみならず国際的な農業文献のリポジトリとしての役
割を担うことを目的としている。 本研究は，AGRISデー
タベースを使用して，アジアで発表される研究論文に見
られる農産物情報を調査し，主要農産物における研究動
向を分析する。

２．方法

本研究では，FAO による『農産物の定義及び分類草
案』（Draft Definition and Classification of Commodities）
6 を農産物分類のために使用する。このディレクトリは
全農産物を次の 20 グループに分類している。：（1）穀
類及び穀類産物品；（2）根菜，塊茎とその加工品，（3）
糖料作物，甘味料とその加工品，（4）豆類とその加工品，

（5）ナッツとその加工品，（6）採油穀類とその加工品，
（7）野菜とその加工品，（8）果物とその加工品， （9）繊
維，野菜及び動物由来，（10）香辛料，（11）飼料作物と
その加工品，（12）嗜好料作物とその加工品，（13）タバ
コ，ゴムとその加工品，（14）植物及び動物の油脂，（15）
飲料，（16） 家畜，（17）動物の食肉加工品，（18）生きて
いる動物からの産物品，（19）動物の皮及び皮革，（20）
その他家畜産物品。さらに，その全グループは，いくつ
かのサブグループ（792 サブグループ）に分類される。
ディレクトリは農産物の各サブグループに関する完全な
定義及びコメントを示している。

ディレクトリ内の792サブグループに関する定義，収
録範囲及びコメントから，1373の農産物名を抽出した。

AGRIS データベース内の論文には，FAO が出版して
いる『AGROVOC 多言語農学シソーラス』（AGROVOC
Multilingual Agricultural Thesaurus）を使用して，索引
用語が付与されている。FAO ディレクトリから抽出し
た1373農産物の名称をAGROVOC 2000年版（CD-ROM
版）内のディスクリプタと照合した結果， 1279のディス
クリプタと一致した。この 1279 のディスクリプタそれ
ぞれを用いて，インターネット上の AGRIS データベー
スのサーチを行い，アジア18カ国で1995年から2004年
にかけて発表された論文を検索した。検索結果に基づ
き，その期間に主要 18 カ国において研究された農産物
の種類とそれらに関するメイントピックを同定し，研究
動向を分析する。調査対象とした18 カ国は以下の通り
である。 東南アジア：（1）インドネシア［ID］；（2）ブ
ルネイ・ダルサラーム国［BN］；（3） フィリピン[PH］；

（4） ミャンマー［MM］；（5） ラオス［LA］；（6） シンガ
ポール［SG］；（7） ベトナム［VN］；（8） カンボジア［KH］；

（9） マレーシア［MY］；及び（10）タイ［TH］東アジア：
（11）日本［JP］；（12）中国［CN］；（13） 台湾［TW］1*；

1* 台湾，香港及びマカオは国連その他の国際機関から独立国
として認められていない。従って，“地域”という言葉を
使うのがより正確である。しかし，本論文では便宜上，‘地
域’の代わりに，“国”という言葉を使用している。
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（14） 香港［HK］1*；（15） 韓国［KR］；（16） 北朝鮮［KP］；
（17） マカオ［MO］1*；及び（18） モンゴル［MN］。

アジアの 18 カ国において，それぞれの国がどのよう
な研究に重点を置いているかを分析するためには，著者
の所属国を用いて AGRIS データベースを検索する必要
がある。しかし，AGRISデータベースは著者所属国に関
する検索フィールドを保持しておらず，文献が提出され
た国（資料発行国）に関するサーチフィールドのみを保
持している。従って，著者所属国による検索の代わりに
このサーチフィールドを使用した。検索結果から抽出し
たサンプルの分析から，資料発行国による統計分布は，
著者所属国による統計分布と大差ないことを確認した。
ただし，フィリピンで発表された文献には同国以外の研
究者によるものがある程度含まれている（3.2.の説明を
参照）。

AGRISは，文献の主題分類に３文字の主題カテゴリー
コードを使用している。先頭の１文字は，第一階層主題
分類を表している。例えば，主題カテゴリーFは植物生
産（Plant Production）の分類を表す。後の２桁の数字で
示される第二階層分類は，第一階層分類のサブカテゴ
リーを表している。例えば，F01，FA02，FA03はそれぞ
れ，植物生産カテゴリーの下の作物栽培（C r o p
Hu s b a n d r y）サブカテゴリー，栄養繁殖（P l a n t
P r op ag a t i o n）サブカテゴリー，種子生産（Seed
Production）サブカテゴリーを表している。Table 1はす
べての第一階層カテゴリーと，主題カテゴリーFの下の
サブカテゴリーを示す。これらの主題カテゴリーを使用
して，アジアの国における農産物の研究動向を分析し
た。

３．アジアにおける農産物研究の概要

3.1. 全体的状況

東南アジアでは，フィリピンの論文シェアが最も高
く，東アジアでは，中国と日本が優位を占める。９つの
主要国別に，各農産物ディスクリプタでサーチした結果
を，２で述べた FAO のディレクトリによる農産物グ
ループ別に分類するとFigure 1 のようになる（ここでの
主要国とは，1995-2004 の期間のサーチ論文数が 300 以
上ある国とする）。ほとんどの国で，穀類及び穀類産物
品に関する論文が最も多く発表されている。しかし，台
湾（野菜とその加工品），マレーシア（採油穀類とその
加工品）及びベトナム（家畜）では，穀類及び穀類産物
品以外の農産物の情報が多く生産されている。

穀類及び穀類産物品の中でも，コメ及びトウモロコシ

が主要トピックである。コメ（またはイネ）は，アジア
の多くの国で耕地面積の約半分を占める主要な作物であ
り7，また，アジアの１億以上の世帯にとっても主要な
収入源及び雇用源である8。FAO9により報告された主要
食料，農産物及び生産者の統計に基づくと，ブルネイ・
ダルサラーム国及びシンガポールにおける地鶏肉とマ
レーシアにおけるパーム油を除けば，コメは1995 年か
ら 2004 年にかけてアジア各国において最も重要な農産
物である。

コメ（または水稲）及びトウモロコシ（またはとうき
び）についての論文は，東南アジアではフィリピン，東
アジアでは中国（トウモロコシ）と日本（コメ）で主に
発表された（Figure 2 及び 3 を参照）。

3.2. コメとトウモロコシに関する研究の概要

近年の動向分析では，農産物の生産増加は収量向上に
大きく依存していることが示されている。たとえば，
フィリピンにおける粗米の生産高は，1970-1997 の期間
に2.12倍に増えた（年平均増加率2.8％）が，その間の
耕地面積増加は1.23倍（年増加率0.8％）に過ぎず，単
位面積あたりの収量向上が1.71倍（年増加率2.0％）で
あった10。農産物の収量向上は，収量フロンティア（新
品種の採用）へのシフト，または収量向上技術（高品質
の種子及び肥効性の高い肥料の使用）の開発と普及，に
よってもたらされ10，これらは農業R&Dの成果に由来す
る。AGRISの主題カテゴリーでは，これらの改善は第一
階層分類 F（植物生産）の主題カテゴリーに含まれる。

Table 2及び3は，AGRIS主題カテゴリー（Table 1aに
示した第一階層分類）に基づいた第１期の５年間（1995
年から1999年） 及び第２期の５年間（2000年から2004
年）におけるコメ及びトウモロコシに関する論文数を示
す。これらの表に示す主要国では，ほとんどの場合，植
物生産（主題カテゴリーF）が他の主題カテゴリーに比
べて顕著な寄与を示している。従って，以下の分析にお
いては，主題カテゴリー F のサブカテゴリーに注目す
る。Table 4 及びTable 5は，主題カテゴリーFの下のサ
ブカテゴリー（詳細はTable 1bを参照）における，第１
期及び第２期のコメ及びトウモロコシに関する論文の分
布を示す。

インドネシア （Table 5），マレーシア（Table 4），タ
イ（Table 5），日本（Table 5），中国（Table 5），及び韓
国（Table 4 及び5）などの一部の主要国において，第２
期の５年間の論文が第１期の５年間と比較して大幅に減
少している。この理由として，データがまだ入力されて
いない可能性が考えられる。Majid11 はAGRIS内で現在
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の文献へのアクセスが不足していることにより，著者が
古い文献を引用している可能性があると述べている。

一方，フィリピンの論文は，コメ，トウモロコシとも
第２期の論文が第１期に比べて大幅に増加している

（Table 4及びTable 5）。その一因として，フィリピンで
農学研究関係の国際会議がよく開かれ，その会議録論文
が第２期に集中して入力されたことがある。従って，こ
の時期のフィリピンの論文には，フィリピン以外の国で
なされた研究も相当含まれていると考えられる。

この10年間（1995～2004年）の主題カテゴリーF（植
物生産）におけるコメ及びトウモロコシについての情報
の大部分は，植物遺伝・育種（Plant Genetics and
Breeding，サブカテゴリーF30）が関係している。これ
は，一般的に農学研究は植物遺伝・育種の分野を中心に
行われていることの反映と考えられる。

東南アジアでは，植物生産主題カテゴリーにおけるコ
メ及びトウモロコシの論文を最も多く生産しているのは
フィリピンである（Figure 2及び3）。前述したように国
際会議論文が多いことがその一因であるが，その他に
も，同国にはいくつかの国際農業研究センターが所在
し，大学には東南アジアからの研究者の研修センターが
あって，東南アジアにおける農学研究開発の中心的な役
割を果たしていることの現れでもある。同国では，植物
育種における遺伝資源の生物学的多様性を向上させるた
めの遺伝子フローなどの農業技術開発に取り組むなど，
特に遺伝・育種サブカテゴリー（F30）に大きく貢献し
ている12；13。

東アジアでは，植物生産の主題カテゴリーにおいて，
コメに関しては日本が，トウモロコシに関しては中国が
最も高い論文シェアを占めている。両国とも遺伝・育種
サブカテゴリー（F30）に重点を置いている。　

インドネシアのコメ及びトウモロコシについての植物
生産カテゴリーに属するサブカテゴリーの中では，遺
伝・育種（F30）よりも施肥（Fertilizing，サブカテゴリー
F04）の文献が多くのシェアを占める。施肥における最
近の研究成果は，肥効期間が持続する緩効性肥料や，土
壌微生物活性を高める土壌改良資材が挙げられる。肥料
は持続的な食料自給のための中核をなしている14，15。イ
ンドネシアでは，肥料は雨季と乾季の両季に植付される
水稲に施用されており，1984 年にコメの自給を達成し
た16。イネは肥料の多消費作物であり，今後は肥料の利
用効率を向上させる努力がさらに必要である。

４．研究動向の調査

この章では，多くの国で最も代表的な農産物であるコ
メ及びトウモロコシに関する研究動向を，これらの論文
の主題カテゴリー及び抄録に基づき詳細に説明する。し
かし，マレーシアはコメやトウモロコシ以外の農産物に
重点を置いている国であるため，マレーシアの農産物に
関してはパーム油を分析した。調査対象とした 1995-
2004年を，第１期（1994-1999）と第２期（2000-2004）に
分けて分析を行う。各国における主要な研究トピック別
の論文数統計については，Table 4 及び 5 を参照された
い。

4.1. 東南アジア

東南アジアでの農産物における研究は，植物遺伝・育
種における応用研究を通じ，主に農産品の質を高めるた
めに行われている。ハイブリッド米技術はコメ生産増大
の鍵となるアプローチとして認識されている。東南アジ
アにおけるカロリー摂取の40～60％はコメによるもの
であることが明らかにされている7。

4.1.1.　インドネシア

インドネシアで最も消費されている主要食物はコメと
トウモロコシである。インドネシアでのイネに関する第
１期の５年間の研究は，作物栽培（Crop Husbandry，サ
ブカテゴリーF01） 及び植物遺伝・育種（サブカテゴリー
F30）が中心であった。一方，第２期の５年間は施肥（サ
ブカテゴリーF04）の寄与が大きい。この国におけるト
ウモロコシに関する研究は 10 年間，施肥が重点であっ
た。

FAOの報告17によると，インドネシアでは第１期の５
年間のうちに12のイネ品種が開発提供されたが，AGRIS
データベースでは，そのうち４品種だけが見出される。
これらの品種はBengawan Solo18，IR6418；19， Cibodas19，
及びCiliwung20で，これらの品種栽培に直播方式を導入
し，増収に貢献している。インドネシアの科学者はさら
に，細胞質雄性不稔（cytoplasmic male sterile：CMS）及
び回復系統を利用し，ハイブリッド米を開発した。

酸性土壌（酸性硫酸塩）はインドネシアの沼沢地耕作
地において大きな問題となっている。酸性土壌でのトウ
モロコシの生産性を増大させるため，種々の有機物や肥
料が施用されている。酸化された硫化鉄土壌物質は，雨
季の始めに，隣接する用水路に大量の酸性地下水を放出
する21。このとき，土壌中の停留水が水田に毒性及び酸
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性障害を引き起こす原因となる。そのため，第２期の５
年間のイネ及びトウモロコシにおける農産物研究動向
は，肥料に焦点が当てられたのである。

4.1.2.　フィリピン

フィリピンでの最近 10 年間のイネとトウモロコシに
おける研究は，植物遺伝・育種（サブカテゴリーF30）が
中心であった。例えば，適切なCMSと回復系統の同定
によりイネ品種間交配一代雑種（F1）の研究が行われ
た22，23。また，塩類土壌に抵抗性のあるPSBR c4824，IR-
825 などの９つの新しいイネ栽培品種がフィリピンの科
学者により開発された。トウモロコシその他の作物にお
いて，化学農薬をほとんど必要としない病害抵抗性を持
つ遺伝子組み換え（genetically modified：GM）作物も
開発された。

この国では，第２期の５年間において，多収性品種の
開発プログラムをサポートする形でイネのバイオテクノ
ロジー研究が行われ，次の主要２分野の研究開発が進ん
だ26。

（1）作物種における有益な遺伝子の同定と，組み込むた
めの分子マーカーの開発，

（2）除草剤耐性，生物ストレス抵抗性，非生物的ストレ
ス抵抗性，及び栄養的価値の高い形質を作物に組み
込むためのトランスジェニック技術の利用。

4.1.3.　ベトナム

ベトナムでは，最近 10 年間のコメ及びトウモロコシ
農産物に関する研究は，植物遺伝・育種 （サブカテゴ
リーF30）が中心になっている。 イネゲノムプロジェク
トがその重要性ゆえに国家的に策定され，また，コメ生
産者は現在の収量を維持し，様々な方法で収量の上限を
破ろうとしている27。この期間，Tai Nguyen dot Bien-
10028，Tam Thom dot Bien29 など，いくつかの突然変異
によるイネ新品種がベトナムの科学者により開発され
た。トウモロコシに関しては，ハイブリッドトウモロコ
シ品種の評価が行われ，トウモロコシ選抜育種におい
て，ハイブリッドトウモロコシの種子数や穂軸に関する
純粋種と混血種の掛け合わせ能力を判定した30。さらに，
第２期の５年間に，交雑法及び系統選択により新しいイ
ネ系統が育成された。とりわけTMGS系統では素晴らし
い結果を達成している。ガンマ線放射により，BYS-3，
CNBN-1，CNBN-3 及びCNMT-2 などイネの非感光性突
然変異系統や新品種が開発された31。

4.1.4.　マレーシア

経済中進国のマレーシアの農業生産は，オイルパーム
（アブラヤシ），ココア及びパイナップルなどの商品作物
のプランテーション栽培に重点を置き32，それらの作物
が耕地面積のほとんどを占める。第１期の５年間におけ
るマレーシア科学者のオイルパームに関する研究は，作
物栽培（サブカテゴリーF01）が中心であったが，第２
期の５年間の研究動向は，植物有害生物（Pests  o f
Plants，サブカテゴリーH10）に重点が移っている。オ
イルパーム育種における"bunch census"法を応用した手
法，バンチ中のオイルに影響を与える因子，及び圧搾機
の実際のオイル抽出率に関する研究が行われた33。さら
に，オイルパーム遺伝資源の遺伝的多様性，オイルパー
ムの栽培移植，蛍光 in situ ハイブリダイゼーション
(fluorescence in situ hybridization：FISH)，オイルパー
ム染色体に関する組織培養などの研究も行われた。オイ
ルパーム栽培におけるノネズミ，ミノムシ，nettle cater-
pillars及びsexavaを対象として，統合的害虫駆除システ
ムが開発されている34。

4.1.5.　タイ

タイにおける第１期の５年間の研究は，イネについて
は施肥（サブカテゴリーF04），トウモロコシについては
植物遺伝・育種（サブカテゴリーF30）及び施肥（サブ
カテゴリーF04）が中心であった。この国では，長期圃
場研究試験が開始され，作付体系とともに水稲用の有機
質・無機質肥料技術の統合技術が開発された。第１期の
５年間に，タイの科学者は高収量品種（平均して１ライ
あたり700キロの穀粒収量），Aromatic Suphanburiなど
の新しいうるち米品種を開発した35（１ライ（rai）は約
1600平方メートル）。しかし，この品種は病害虫に弱く，
トビイロウンカ（Nilaparvata lugens）とラギッドスタン
ト病ウイルスに罹りやすい。

4.2. 東アジア

東アジアでの農産物の研究は，植物遺伝・育種におけ
る応用研究を通じて主に農産物商品の品質を高めるため
に行われた。Barichello2は，東アジアでの農業セクター
の成長はすばらしいと述べている。ハイブリッド米技術
はコメ生産性を増大させる鍵となるアプローチであると
認識されている。

4.2.1.　日本

日本における第１期の５年間のコメ農産物に関する研
究は，植物遺伝・育種（サブカテゴリーF30）が中心で



－ 18 －

図書館情報メディア研究６盧 2008 年

あった。一方，トウモロコシにおいては，植物生理学・
生化学（Plant Physiology and Biochemistry，サブカテゴ
リーF60）の研究の寄与が大であった。その期間中，Soft
15836， Yumetsukushi37 Tなど多くの新しいイネ栽培品種
が日本の科学者により開発された。この中には，酒造米
及びせんべい，おにぎりなど加工食品の材料となる新品
種の開発も含まれる。新しい品種の中には，F1の葯培養
により，短茎で収量性が高く，耐倒伏性を持つ極早生の
有望系統も見出される。日本の育種家は，バックグラウ
ンドや起源がはっきりせず，交配計画に用いることを意
図した正確な特性解析の厳格性に欠ける品種の使用を避
ける傾向がある38。

トウモロコシから，他の植物に成長阻害を起こさせる
アレロパシー物質を抽出・同定する研究が行われた39，40，

41。他に，植物生理学及び生化学における研究活動が行
われた。例えば，暗所で育てられたトウモロコシの子葉
鞘及び中胚軸の伸長が高重力下で抑制される機構が研究
された42。

4.2.2.　中国

中国では第１期の５年間に，イネの分子生物学におい
て，いもち病菌抵抗性の評価が行われた。イネについて
は，組織培養技術43，CMS及びWCR試験44, 及び単交雑
育種の改良45を通して，品質を高めるための研究活動が
行われた。この期間中，Mancang 51546，Golden pearl no.
147 など，24ものイネ新品種が開発された。

第２期の５年間におけるイネの研究は，植物遺伝・育
種（サブカテゴリー F30），作物栽培（サブカテゴリー
F01）に重点が置かれた。一方，トウモロコシでは作物
栽培（サブカテゴリーF01）に焦点が当てられた。さら
に中国の科学者は，登熟特性，新草型イネの物理化学的
形質，種播技術及び葯培養などの作物栽培研究活動を通
じて，コメの品質を高めるための研究を行った。その期
間中，Boyou 75248，Ganzaoxian 4049などの８つの新しい
イネ栽培品種が開発された。トウモロコシにおいては，
種苗技術50，遺伝子処理51 ，土壌タイプに適応する肥料
52，53などの作物栽培研究活動を通じて，作物生産量を増
大させるための研究，ゲル電気泳動法を用いた遺伝子技
術の研究54 が行われた。

4.2.3.　韓国

韓国の科学者は，第１期の５年間で，例えば
Geumnambyeo55やHyangnambyeo56など，多収性，高品
質，病害抵抗性，及び耐倒伏性の特性を持つ 14 の新し
いイネ栽培品種を開発した。トウモロコシの品質を高め

るために，遺伝子処理57または分子処理58といった研究
が行われ，飼料用に早生など優れた形質を持つハイブ
リッドトウモロコシの評価も行われた59。

第２期の５年間では，イネにおけるほとんどの研究は
植物生理学（成長・発生）（Plant Physiology-Growth and
Development，サブカテゴリーF62）に関するものであ
り，一方，トウモロコシにおける研究は施肥（サブカテ
ゴリーF04）に焦点を当てたものであった。イネに関し
ては，たとえば病害とトビイロウンカに対して複合抵
抗性を持ち，かつ高収性，耐倒伏性の新品種の開発があ
る60。新しいイネ栽培品種の最適播種期を，陸稲の直播
に関して評価した。この期間，早生，高品質，耐寒性，
ウイルス抵抗性のある，例えば I nw e o l b y e o 6 1 や
Anseongbyeo62などの新しい18のイネ栽培品種を開発し
た。

５．まとめ

アジアの学術論文に見られる農産物において，穀類及
び穀類産物品に関する情報が最も多数を占める。それら
の中でも主要なトピックは，コメとトウモロコシであ
る。農産物についての論文は，東南アジアではフィリピ
ン，東アジアでは中国で最も多く生産されていた。最近
の10年間（1995～2004年）における主題カテゴリーF

（植物生産）の情報の主要な種類は一般的に，植物遺伝・
育種（サブカテゴリーF30）に関するものであった。そ
の期間中，東南アジア及び東アジアにおける農産物の研
究活動は，農産物の質を高めるための応用研究が最も活
発であった。また，学術論文に現れる結果を見る限りに
おいては，農産物の増収及び産物の質を高めるための新
しい品種開発は，東アジアの国よりも東南アジアの国が
優位を占めていた。

今後の東南アジア，東アジアにおいては，国際共同研
究による農産物の生産性と品質の向上が重要と考えられ
る。その例として，フィリピンに本拠を置く国際イネ研
究所(IRRI)と日本の研究機関により行われた，遺伝子解
析に基づくイネその他の穀物の新品種開発の研究プロ
ジェクト63 が挙げられる。このような形の研究により，
各国の利益となる特定農産物について，農産物の生産条
件を改善し，産物の品質を高め，長期的な競争力とビ
ジョンを強化させることが可能になるであろう。

著者らは，本研究により得られた情報が，発展途上国
での農業 R&D に関する立案を意思決定者が行う上で，
何らかの参考になることを期待している。
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Table 1　The AGRIS subject categories

（a）The first layer

（b）The sub-categories under the category F (Plant Production)
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Table 2　Number of articles on rice based on the AGRIS subject categories from 1995 to 2004

(data searched during December 15th, 2007)

Table 3　Number of articles on maize based on the AGRIS subject categories from 1995 to 2004

(data searched during December 15th, 2007)
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Table 4　Number of articles on rice in the subject category Plant Production from 1995 to 2004

(data searched during December 15th, 2007)

Table 5　Number of articles on maize in the subject category Plant Production from 1995 to 2004

(data searched during December 15th, 2007)



－ 25 －

マルゴノ，小野寺，杉本　アジアにおける農産物の研究動向

Figure 1　Shares of articles on each commodity in main countries

Figure 3　Country shares of information on maize

(Total of the 7 countries = 100%)

Figure 2　Country shares of information on rice

(Total of the 7 countries = 100%)


