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アジア研究教育拠点事業 
平成２２年度 実施計画書 

 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 東京海洋大学 
（ タ イ ） 拠 点 機 関： カセサート大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 安心・安全な養殖魚介類の生産技術とリスク管理法開発に関する研究      
                   （交流分野：水産学           ）  
（英文）： Development of new bio-technology for aquaculture and risk management of 

aquaculture products  
                   （交流分野：Fisheries Science         ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.kaiyodai.ac.jp/exchange/22516.html（予定） 
 
３．採用年度 
 平成２２年度（１年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：東京海洋大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長 松山優治 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：海洋科学技術研究科 教授 廣野育生 
 協力機関：北海道大学、東北大学、東京大学、京都大学、広島大学、宮崎大学、独立行

政法人水産大学校、日本獣医生命科学大学 
 事務組織：総務部国際・研究協力課 国際協力係 
 
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：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）  

Faculty of Fisheries・Assosiate Professor・Nontawith Areechon 

 協力機関：（英文）Chulalongkorn University, Walailuk University, National Center for 
Genetic Engineering and Biotechnology, Department of Fisheries, 
Mahidol University, Maejo University, Ubon-ratchtanee University, 
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King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
（和文）チュラロンコン大学、ワライラック大学、国立バイオテクノロジーセ

ンター、タイ水産庁、マヒドン大学、メージョー大学、ウボンラッチ

ャナティー大学、チェンマイ大学、コンケン大学、プリンスオブソン

クラ大学、モンクット王技術大学ラドクラバング校 
 経費負担区分：パターン１ 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
 21世紀は20世紀末から始まった人口増加が進み、2050年頃には現在の1.5倍の人口になる

ことが予測されている。FAO等の国際機関等では、このまま人口増加が進むと現在の食糧生

産量では間に合わないと予想し、食糧の増産が必要であるとされ、養殖による食糧増産が

期待されている。そこで、考えられるのがバイオテクノロジーを駆使した食糧増産もしく

は、現在起こっている食糧増産のための問題点（微生物感染症による被害）を克服するこ

とである。本事業では、バイオテクノロジーの技術を水産学に反映させ、その技術を駆使

することにより食糧増産を目指し、研究を展開するものである。また、近年、食品の安全

性確保に対する要求は、世界的に大きな流れとなっており、日本、欧米をはじめとする食

品輸入国は、様々な食品の基準を定め、それに合致することのみならず、生産から流通の

各段階で適切な管理を行うことを要求するようになってきている。養殖魚介類の生産につ

いても例外ではなく、日本は、食糧の多くを海外に依存している一方で、国産の安全性や

世界的な魚食ブームを背景に、欧米への養殖生産物の輸出増大を図ろうとしている。一方、

タイを含む東南アジア各国は、養殖エビの主要な生産国であり、日本のみならず、EU、ア

メリカなどが主要な生産物の輸出相手国となっており、日本とタイは、対EU・対米輸出と

いう点では同じ立場で養殖生産物のリスク管理に取り組む必要がある。また、日本はタイ

から多くの水産物を輸入しており、さらに、海産物およびエビ類の輸入相手としてはアセ

アン10 カ国で、ともに第1位であり、東南アジア諸国が日本の水産物供給先として重要な

ことは明らかである。タイは、水産学の分野では周辺東南アジア各国に対して指導的立場

にあることから、水産学分野において、タイとの密接な協力関係を維持していくことは、

東南アジア全体の水産学・水産業の向上に寄与できるものと考えられる。以上のような背

景のもと、本プロジェクトでは「安心・安全な養殖魚介類の生産技術」の構築を目指し、

バイオテクノロジーを利用した水産食資源の増産のための技術開発ならびに水産食品のリ

スク管理技術の開発とリスク防除技術の確立を行うために共同研究と研究者交流を実施す

る。 
 本事業では、若手の教育と研究・教育者のネットワーク構築を目的とし、国際感覚を

有した研究者を育てるという観点から大学院博士課程学生ならびに助教クラスの若手

研究者の派遣や受け入れを積極的に実施する。さらに、英語で研究を紹介し、討論する

機会を与えるために、毎年開催を予定しているセミナーにおいて若手研究者発表のセッ

ションを設ける。中堅以上の研究者については相手国への派遣の際に、受入れ大学のみ
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ならず本事業に参加している他の大学関係者にも広く周知して若手研究者や大学院学

生を対象とした講演を実施し、相手国を訪問する機会がない若手研究者や大学院学生へ

の情報提供及び育成に努める。また、セミナーにおいても、研究成果の報告のみならず

新たな人的ネットワーク構築に努める。 

 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 H22 年度が初年度である。 
 
７．平成２２年度研究交流目標 
 共同研究では、若手研究者の国際交流の推進と育成のためにも実質的に実験を行う若手

研究者及び大学院学生の派遣受け入れを中心に行う。また、中堅以上の研究者の交流は短

期（1週間以内程度）とし、講義やセミナーを通して若手研究者の育成ならびに教育面での

貢献を期待する。若手研究者大学院学生の受け入れに当たっては、個々の研究課題につい

てのセミナー形式によるディスカッションにより、若手研究者養成の実質化を図る。研究

内容は、これまでの拠点大学交流事業により得られた成果を発展させるために、バイオテ

クノロジーグループは水産有用因子に関する遺伝子の構造や機能の解明に着手するととも

に、有用品種作出のための分子育種技術開発を進める。リスク管理に関する研究グループ

では、まず、生産段階においてどのようなリスクが有るかのモニタリングを行い、リスク

のリスト化を行う。リスクの一つである魚介類感染症の防御技術の開発に関する研究にも

着手する。 

 
８．平成２２年度研究交流計画概要 
 ８－１ 共同研究 

 本事業では2つのサブプロジェクト（1.バイオテクノロジーを利用した魚介類生産技術の

向上に関する研究、2.養殖魚介類のリスク管理技術開発に関する研究）について共同研究を

実施する。共同研究においては、両国間の拠点大学が中心となり、参加大学・研究機関の

協力を得、実際に研究に従事している若手研究者の派遣を主として実施する。研究内容に

ついては10-1に示したが、概要としてバイオテクノロジーグループは水産有用因子に関す

る遺伝子の構造や機能の解明に着手するとともに、有用品種作出のための分子育種技術開

発を進める。リスク管理に関する研究グループでは、まず、生産段階においてどのような

リスクが有るかのモニタリングを行い、リスクのリスト化を行う。さらに現在養殖魚への

残留が問題となっている農薬類（エンドスルファンならびにメラミン等）について、毒性

学的研究を行いリスク評価の手順化をはかるための基礎的研究、リスクの一つである魚介

類感染症の防御技術の開発に関する研究にも着手する。初年度のセミナーはこれからの食

糧問題中心に水産養殖がどのように貢献するかを学術的な見地から討論するものとする。 
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８－２ セミナー 

 今年度は平成 23 年 3 月中旬に東京海洋大学品川キャンパスでの開催を予定している。本

セミナーでは本事業の目標である「安心・安全な養殖魚介類の生産技術」の構築を目指し、

バイオテクノロジーを利用した水産食資源の増産のために技術開発ならびに水産食品のリ

スク管理技術の開発とリスク防除技術の確立を達成するために、本事業の研究成果につい

て、研究者間の情報交換の場を設ける。併せて、本セミナーは公開で行う予定であること

から、タイ国のみならず広く東南アジア諸国との共同研究ならびに水産学教育の発展のた

めに関連研究者、教育者あるいは企業関係者との意見交換や情報交換を行い、新しい情報

を得る場となることも目的とし、開催する。 

 セミナーでは、若手研究者や大学院生が発表するセッションを設け、若手研究者の育成

にも努める。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 両国のコーディネーターが相手国を訪問する。まず、日本側コーディネーターは 10 月初

旬にタイのカセサート大学を訪問し、今後の進め方等、事業運営に関する打ち合わせを行

う。その際に参加研究者と共同研究の進め方について話し合うとともに、今後の共同研究

の実施および支援体制について検討する。タイ側のコーディネーターは平成 23 年 3 月のセ

ミナーの際に日本を訪問し、平成 22 年度の本事業の総括と、平成 23 年度以降の進め方に

ついて打ち合わせを行う。 

 日本側コーディネーターおよびグループリーダーはタイ側協力校の内、本事業への参加

人数が多く、グループリーダーも所属するチュラロンコン大学も訪問し、本事業参加研究

者の共同研究への参加と支援体制の充実について話し合う。さらに、タイ国留学生を国費

留学生として日本政府の奨学金に申請するため、出来るだけ多くの日本への留学希望者に

対して面接を行い、両国間の水産学について説明し教育するとともに、将来、両国間にお

ける水産学発展に寄与出来る人材の発掘を行う。また、留学希望者のみならず、両国にお

いて水産学を学ぶ若手研究者や大学院学生に対して講義を行い、これから水産学を担う若

手人材育成に努める。 
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９．平成２２年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 31/261 31/261 

タイ 

<人／人日> 
21/256  21/256 

合計 

<人／人日> 
21/256 31/261 52/517 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

0／0  <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流計画状況 

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 2010 研究終了年度 2014 
研究課題名 （和文）バイオテクノロジーを利用した魚介類生産技術の向上に関する

研究 

（英文）Development of new biotechnology for aquaculture 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）廣野育生・東京海洋大学・教授 

（英文）HIRONO Ikuo・Tokyo University of Marine Science and 
Technology・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Anchalee TASSANAKAJON・チュラロンコン大学・教授 
 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 16/141   16/141 

タイ 

<人／人日> 
10/130    10/130 

 

<人／人日> 
     

 

<人／人日> 
     

合計 

<人／人日> 
10/130 16/141   26/271 

② 国内での交流      0 人／ 0 人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

1. 魚介類有用遺伝子およびバイオマーカーとなる遺伝子の構造及び機

能解析 

 魚介類有用遺伝子として、肉質の良し悪しに関係する筋肉タンパク質

について、3種類のクルマエビ類（クルマエビ、ウシエビ、バナメイエビ）

についてその構造及び遺伝子発現について解析し、筋主要構成成分の種

特異性を分子レベルで明らかにし、水産生物の品質管理に役立てる。 

 クルマエビ類の病原微生物感染症を防除する技術開発を行うためには

クルマエビ類の生体防御メカニズムを明らかにすることが重要であると

考えられることから、RNA 干渉法を用い、クルマエビ類の免疫関連因子の

ノックダウン法により機能解析を行う。 
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 養殖魚介類の健康状態について、血中タンパク質や遺伝子発現状態に

より把握することは、効率的な養殖を進める上で重要である。そこで、

今年度は魚介類が病原微生物に感染した際に誘導発現される因子をマイ

クロアレイにより解析し、バイオマーカーとなる因子を探索する。 

 エビ等甲殻類におけるメラニンの黒変生成を防止するためには、エビ

体内のフェノールオキシダーゼ類等の酵素・化学的酸化活性を抑制する

のが効果的である。エノキタケ廃棄屑中の新規天然抗酸化成分エルゴチ

オネインの出荷直前給餌による黒変し難いエビ生食体の創生と、DOPA キ

ノン生成を抑制する同抽出溶液への浸漬処理実用化技術の確立をめざし

て生化学的・分子生物学的に研究し、化学合成品に依存しない養殖生産

技術の向上に資する。 

 

2. 耐病性トランスジェニック魚の作出 

 平成 22 年度はゼブラフィッシュをモデルとして、病原ウイルス増殖抑

制が可能なマイクロ RNA 発現プラスミドを導入したトランスジェニック

ゼブラフィッシュを作製する。標的とする病原ウイルスはゼブラフィッ

シュに対して病原性があり、水産養殖においても深刻な問題となってい

るイリドウイルスと 2種類のラブドウイルスとする。 

 

3. DNA マーカーによる天然水産資源の保護と増産に関する研究 

 平成22年度はメコン川に棲息する魚介類の多様性を解析できる多様な

DNA マーカーの開発を行う。 

 

4. 魚介類大規模遺伝子発現プロファイリング 

 魚介類（マグロ、クルマエビ類、ブリ、マダイ、フグ、ティラピア）

の生理・生命現象を理解するには、魚介類の発生、棲息環境、ストレス

等の様々な外的要因あるいは内的要因の影響下でどのような遺伝子の発

現が誘導あるいは抑制されるのかを明らかにすることは重要である。そ

こで、本研究では、我々がこれまでに開発して来た魚介類の大規模遺伝

子発現プロファイリング技術をさらにバージョンアップした技術基盤を

構築するために、平成 22 年度は上記魚介類の遺伝子配列情報の収集と生

物情報学的解析を行う。 

 

5. 養殖場環境生物の生化学・分子生物学的機能解析 

 養殖場の底泥の小型底性生物ならびに微生物相が、養殖場の健全性に

与える影響を、特に各種酵素活性に注目した生化学的分析により明らか

にする。今年度は、わが国ならびにタイのエビ養殖場の底泥を採集し、
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生物相の違いを比較、検討する。 

 

期待される研究

交流活動成果 

 上記の水産学上先端的な研究について共同研究を展開することによ

り、それぞれ単独で実施するより進展することが期待されるとともに、

研究に携わる大学院博士課程学生や若手研究者の育成にもつながること

が期待される。研究成果が輩出されることにより期待される事柄につい

ては下記に示した。 

1. 肉質（美味しさ）の違いについて、遺伝子レベルあるいはタンパク

質レベルで明らかにできれば、その違いが指標となり、基礎研究と

しての成果のみならず、産業への貢献も期待できる。 

2. クルマエビ類の免疫・生体防御メカニズムの一部でも解明できれば、

病原微生物感染症防除法開発研究に貢献できる。 

3. 養殖魚介類の健康状態を把握することは、家畜等の陸上動物より困

難であることから、健康状態を把握できるバイオマーカーが見つか

れば、養殖で問題となる魚介類の死亡を軽減することにつながる。

4. 耐病性魚を作出することは、すぐに産業に貢献することは無いと思

われるが、病原微生物感染メカニズムの解明等の基礎的研究に貢献

できると思われる。また、将来的には複数の感染症に耐性の魚を構

築できる。 

5. DNA マーカーは天然資源管理ならびに種内での多様性について解析

する道具として利用できるようになり、天然食資源の保護と増産に

つながることが期待される。 

6. 魚介類の網羅的な遺伝子発現プロファイリングが可能になれば、養

殖対象魚介類の分子育種や、食品として機能性の向上等、魚介類研

究の多くの分野に貢献できる。 

7. 養殖場環境生物は養殖対象種を飼育する上で重要な因子になること

から、そこに棲息する生物について生化学的あるいは分子生物学的

に研究することは、魚介類生産技術の向上に繋がることが期待され

る。 

日本側参加者数  

24 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ タイ  ）国（地域）側参加者数 

34 名 （１３－２ （タイ）国（地域）側参加者リストを参照）
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整理番号 R－2 研究開始年度 2010 研究終了年度 2014 
研究課題名 （和文）養殖魚介類のリスク管理技術開発に関する研究 

（英文）Studies on the risk management technology of aquaculture 
production 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）舞田 正志・東京海洋大学・教授 
（英文）MAITA Masashi•Tokyo University of Marine Science and 
Technology•Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Nontawith AREECHON・カセサート大学・准教授 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 14/115   14/115 

タイ 

<人／人日> 
10/120    10/120 

 

<人／人日> 
     

 

<人／人日> 
     

合計 

<人／人日> 
10/120 14/115   24/235 

② 国内での交流      0 人／ 0 人日 
２２年度の研 

究交流活動計画 

本研究課題では、以下の２つの小課題を設定し、研究交流を行う。 

１）養殖魚介類のリスク評価技法の開発 

 養殖魚介類の安全性に直接関わる有害化学物質による汚染、残留を防

止するためには、養殖用飼料由来の危害をモニタリングし、それを管理

することが重要である。本小課題においては、養殖用飼料を汚染する可

能性が指摘されているメラミン、エンドスルファンならびにマラカイト

グリーンを研究対象として、薬物動態学的研究ならびに毒性学的研究を

とおして、有害化学物質の体内動態、消失動態を明らかにするとともに

養殖魚介類へのリスク評価を行う。また、農薬類の残留モニタリングは

コストのかかる理化学分析に頼っているが、より安価で実施でき比較的

特異性も高い ELISA 法によるモニタリング技術の開発に向けた基礎的な

研究を行う。 
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 また、養殖用飼料の有害化学物質による主たる汚染源は魚粉であり，

リスク管理手法として低魚粉飼料の開発が必要となる。そのため、低魚

粉飼料開発のための魚粉に代わる飼料原料の探索、植物性原料の利用性、

遺伝組換植物由来の飼料原料の利用性と安全性を検討する。 

 

２）養殖魚介類の感染症制御技術の開発 

 養殖魚介類の重要な危害要因として、感染症の治療に用いられる抗菌

性物質の残留は、グローバル化した養殖生産物の流通が行われる現今の

状況では世界的な問題となっており、時として、貿易上のトラブルを引

き起こす原因ともなっている。そのため、無投薬による養殖魚介類の感

染症制御技術に対する要望が高まっている。本小課題では、無投薬養殖

生産のための感染症制御技術の開発の中心的な技術となる、ワクチンな

らびに生体防御能を活性化することによる魚介類抗病性の向上に関する

基礎的研究を行う。 

 エビ類のウイルス感染に関係する病原因子 受容体、サイトカイン様物

質、シグナルトランスダクションおよび抗菌ペプチドの遺伝子を特定し、

RNA 干渉法を用いてその機能を明らかにする。 

タイおよび日本で共通する養殖魚介類の細菌感染症に対する「ファー

ジ療法」の研究として、今年度は１養殖環境からの各種魚類病原細菌に

対する溶菌ファージを分離し、その分類学的およびウイルス学的性状を

調べる。また、日本で分離されたベータノダウイルス株（RGNNV 遺伝子型）

で作製した不活化ワクチン（試作品）について、タイで発生する VNN に

対する効果を調べる。 

ワクチンの有効性評価は、感染実験による死亡率の比較で行われている

が、実験魚の維持、結果の再現性等で多くの問題を抱えている。そこで、

魚類のサイトカインやワクチン効果と直接相関をもつ遺伝子、タンパク

の探索を行い、これらの指標によるワクチンの有効性の評価系を確立す

る。 

期待される研究

交流活動成果 

水産学上先端的な研究について共同研究を展開することにより、それ

ぞれ単独で実施するより成果の達成が早まることが期待されるととも

に、研究交流をとおして大学院博士課程学生や若手研究者の育成にも貢

献することが期待される。 

有害化学物質のモニタリングが先進各国では、LC-MS 等の高額な機器類

を使用する理化学分析により行われているが、生産国である東南アジア

各国では機器類の購入、技術に不足等で十分なモニタリングが行われて

いない現状もあるため、養殖魚介類のリスク評価技法の開発に関する研

究の成果により、より安価で簡便な方法によりモニタリングを行うこと
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ができるようになるので、養殖魚介類の安全性向上につながる。また、

有害化学物質のリスク評価は、主に、日本、欧米各国により行われてい

るが、リスク評価技法の概念と技術を東南アジア各国に広め、これらの

国々で積極的にリスク評価に取り組む体制を構築することにつながるこ

とが期待される。有害化学物質の種類は多数に上り、すべての評価を日

本、欧米各国だけで行うには長い年月を必要とする。東南アジア各国が

これらを分担できるようになれば、化学物質のリスク評価が短期間に、

多数の物質について行うことができるようになる。 

養殖魚介類の感染症制御技術の開発では、日本ならびに東南アジア各

国で問題になっている重要な疾病の制御に向けたワクチンの開発、抗病

性の向上を図るための具体的な目標を掲げており、安全な養殖魚介類の

増産に直接寄与することが期待される。 

上記の課題は、養殖魚介類の安全性確保のため、現在解決する必要のあ

る喫緊の問題を考慮したもので、養殖魚介類の生産現場だけではなく、

規制当局にとっても有用な情報を提供できるものである。 

日本側参加者数  

25 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ タイ  ）国（地域）側参加者数 
38 名 （１３－２ （タイ）国（地域）側参加者リストを参照）
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１０－２ セミナー 
―実施する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）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業・東南アジアにお

ける安心・安全な養殖魚介類の生産技術とリスク管理法開発に関

する研究-1 
（ 英 文 ） JSPS Asian Core Program Development of new 
biotechnology fro aquaculture and risk management of 
aquaculture products in Southeast Asia-1 

開催時期 平成 23 年 3 月 15 日 ～ 平成 23 年 3 月 16 日（2 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、東京、東京海洋大学(品川キャンパス) 
（英文）Japan, Tokyo, Tokyo University of Marine Science and 
Technology (Shinagawa campus) 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）廣野育生・東京海洋大学・教授 
（英文）HIRONO Ikuo・Tokyo University of Marine Science and 
Technology,・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日本 ） 

日本 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 45/102

タイ 

<人／人日> 

A. 10/50
B. 
C. 

 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

合計 
<人／人日> 

A. 10/50
B. 0/0
C. 45/102

A.セミナー経費から負担 
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B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
セミナー開催の目的  本事業の目標である「安心・安全な養殖魚介類の生産技術」の

構築を目指し、バイオテクノロジーを利用した水産食資源の増産

のために技術開発ならびに水産食品のリスク管理技術の開発とリ

スク防除技術の確立を達成するために、本事業の研究成果につい

て、研究者間の情報交換の場を設ける。東南アジアにおける問題

や優れた点について抽出し、情報を共有する。本セミナーは公開

で行う予定であることから、今後、タイ国との共同研究ならびに

水産学教育のさらなる発展のために関連研究者、教育者あるいは

企業関係者との意見交換や情報交換を行い、新しい情報を得る場

となることを目的とし、開催する。 

期待される成果  本事業としては初年度であるが、我々は拠点大学交流事業によ

る 10 年間の共同研究の実績があり、この実績を基盤に、本セミナ

ーを介して両国の研究者が本事業での共同研究成果について共有

することにより、共同研究の更なる発展が期待できる。さらに、

民間研究者や民間企業関係者からの意見や助言を聞き、将来的に

産業へ貢献できる研究教育について討論する場が設けられること

から、社会貢献にもつながると考えられる。さらに、若手研究者

や大学院生は、本セミナーに参加することにより、アジア諸国と

の国際的な交流や英語による交流を体験することが出来、将来の

共同研究の発展に役立つと考えられる。 
セミナーの運営組織 日本側とタイ側代表者において、セミナー運営について討議し、

実際の運営は本学において行う。プログラム作成においては各研

究グループリーダーにより行う。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 印刷費、旅費、会議費 
             金額   650,000 円 

（タイ）国（地域）側 内容 タイ側研究者旅費 
             金額 1,200,000 円 

（  ）国（地域）側 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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

タイ 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 1/5  1/5 

タイ 

<人／人日> 
1/6   1/6 

 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
1/6 1/5  2/11 

②  国内での交流      0 人／ 0 人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

東 京 海 洋 大

学・教授・廣野

育生 

タイ・バンコ

ク・カセサー

ト大学 

2010.10.4-10.8 今後の進め方等、事業運営に関する打

ち合わせを行う。 

カセサート大

学・准教授・

Nontawith 
Areechon 

日本・東京・

東京海洋大学 
2011.3.14-3.19 平成 22 年度の本事業の総括と、平成 23

年度以降の進め方について打ち合わせ

を行う。 
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１１．平成２２年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 345,080 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 6,763,000

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

2,703,770  

その他経費 650,000 セミナー開催経費 

外国旅費・謝金
に係る消費税 

338,150  

計 10,800,000 研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 1,080,000
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。

合  計 11,880,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 675,000 0/0 

第２四半期 675,000 0/0 

第３四半期 8,121,230 31/261 

第４四半期 1,328,770 21/256 

合計 10,800,000 52/517 

 


