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アジア研究教育拠点事業 
平成２３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/14321.html 
(平成 23 年 3 月末に別に新規開設予定) 
 
３．採用年度 
平成２２年度（2 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）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 
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 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, 
Chiang Mai University, Khon Kaen University, Prince of Songkla, 
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。国際連合食糧農業機関（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、2007 年度の統計では、

タイは水産物輸入相手で中国、米国、ロシア、チリについで第5位に位置している。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、それぞれ21％と58％と共に第

1 位であり、東南アジア諸国が日本の水産物供給元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。このことから、

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。こ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
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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行うこととする。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 タイ側からは若手の研究者が共同研究実施のために1ヶ月間来日したが、日本側からは長

期での若手研究者あるいは大学院学生の派遣を実施することが出来なかった。若手の派遣

については、平成23年度は改善する努力を行う。 
 共同研究では、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）とも、順調に進

んでいる。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においては、

クルマエビ類の(1)筋主要構成成分の種特異性を明らかにし、(2)生体防御関連因子の機能解

明手法を確立し、(3)メラニンの黒変生成を防止す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メカニズムの一端について明らかにすることが出来た。また、耐

病性トランスジェニック魚の作出では、モデル魚として使用しているゼブラフィッシュに

おいてF0世代を作出出来たので、平成24年度以降への発展が期待出来る成果を得た。メコ

ン川に棲息するナマズ類の資源維持のためのマーカー開発については、予定していた魚種

の育成が上手くいかなかったために、別種での育成に急遽変更し、次世代作出に成功した

ことから、平成24年度以降への発展が期待出来る成果を得ている。養殖魚介類のリスク管

理技術開発に関する研究グループでは、マラカイトグリーンの代謝物であるロイコマラカ

イトグリーンのELISAキットによる高感度の測定に資する分析手法を確立した。さらに、

メラミンの魚類に対する毒性試験を行ったところ、高濃度のメラミンをシアヌル酸と同時

に投与した場合、腎臓だけではなく、肝臓など他の臓器にもメラミンーシアヌレートの結

晶を生じることを見いだした。α-エンドスルファンを経口的に投与したティラピアの、残留

動態ならびに薬物代謝酵素群遺伝子の発現を調べたところ、α-エンドスルファンの残留指標

となり得るのは、肝臓のMDR1タンパクであることが示唆された。魚類の細菌感染症防除

に、植物に多く含まれる中鎖脂肪酸カプリル酸を応用する事を企図し、in vitroでカプリル

酸の抗菌性を調べたところ、濃度依存的に魚病細菌の増殖を抑制することが確認されたの

で、今後、養殖現場での応用に向けた研究を進める。また、タイで発生するウイルス性神

経壊死症に対するワクチン開発研究として、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）に感染防御効果が見られ、平成24年度以降に再試験を

行う。 
 セミナーは東京海洋大学にて開催予定であったが、大震災の影響により延期とし、平成

23年6月中旬にバンコクで開催する予定である。 
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７．平成２３年度研究交流目標 
 事業開始 2 年目となることから、共同研究の進捗状況と今後の発展の可能性についてコ

ーディネーターとグループリーダーが確認を行い、目標達成のために共同研究の修正等を

行う。日本側コーディネーターはタイ側の協力研究機関を訪問し、より強固な体制構築の

ための話し合いを持つと共に新たな共同研究のパートナー発掘を行う。さらに、共同研究

において、若手を中心とした研究者交流の頻度についても検討し、必要と考えられる共同

研究については重点的に派遣あるいは受け入れを行えるようにする。共同研究の内容とし

ては、真の共同研究で且つ学術的にも、内外から評価される成果の輩出を目指す。 
 昨年度と同様に中堅以上の研究者は、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行う。 
 平成 22 年度は十分に実施出来なかったが、今年度は、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積極的に行

う。 
 共同研究では 2 年目となることから、日本とタイの研究者の共著論文の質の向上と発表

数を増加させることを目標とする。 
 
８．平成２３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。研究内容の

詳細については 10-1 に示した。 

 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（味、食感、成長、性決定、免

疫等）に関する遺伝子の構造や機能の解明を進めるとともに、トランスジェニック魚につ

いては F2 世代まで作出し、耐病性の評価を行う。タイのメコン川に棲息する魚類の遺伝資

源の保護のためのマーカーの開発を進めるとともに、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明らかにするために、特に各種酵素活性に

注目した生化学的分析を行う。 

 リスク管理に関する研究グループでは、養殖魚介類のリスク評価技法の開発として、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、飼料原料の汚染が懸念されているアフラトキシンの毒性評価ならびに汚染防御

技術の基礎的検討を行う。さらに、養殖魚介類の感染症制御技術の開発として、無投薬養
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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、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昨年度に引き続き行う。 
 
 ８－２ セミナー 

 今年度は平成 24 年 3 月中旬にタイのカセサート大学水産学部の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。 

 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 4 月中

旬にタイのカセサート大学ならびにタイ国の参加大学を訪問し、本事業の共同研究の発展

と事業運営に関する打ち合わせを行う。タイ側のコーディネーターは平成 24 年 2 月に来日

し、平成 24 年度の共同研究について話し合う。また、タイでのセミナーの際には日本側拠

点大学である東京海洋大学の学長と研究担当副学長がタイを訪問し、平成 24 年度以降の本

事業の進め方について協議する予定である。 

 日本側コーディネーターは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。 

 食品の加工・流通過程における人体への危害因子の混入を如何に未然に防ぐかについて、

日本における取り組みならびに教育指導方法をタイ側の教育者、若手研究者および大学院

生に対して講義する。 
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９．平成２３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> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 
合計 

日本 
<人／人日>  46/299   46/299 

タイ 

<人／人日> (13/167)     (13/167) 

 

<人／人日>       

 

<人／人日>       

 

<人／人日>       

合計 
<人／人日> (13/167) 46/299    

46/299 
(13/167) 

 

※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２３年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 22 年 研究終了年度 平成 26 年 
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。） 

①本相手国との交流 
派遣先 

派遣元 
日本 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 
<人／人日> 

 27/175  
27/175 

タイ 

<人／人日> 
(6/80)   

(6/80) 

 
<人／人日> 

   
 

合計 
<人／人日> (6/80) 27/175  

27/175 
(6/80) 

②6 国内での交流      0 人／0 人日 
２３年度の研 

究交流活動計画 

本グループでは下記の小課題について共同研究を実施する。 
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 
 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）の

筋肉タンパク質の遺伝子発現動態について解析を行い、筋主要構成成

分の種特異性を分子レベルで明らかにし、食感並びに味の違いとの関

係について検討する。 
 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

RNA 干渉法を用い、クルマエビ類の抗菌タンパク質ならびにメラニン

化関連分子のノックダウンを行い、機能解析を行う。 
 甲殻類におけるメラニンの黒変生成の防止を目的とし、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溶液への漬け込みに
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より黒変防止が可能かどうかを検討する。さらに、黒変防止メカニズ

ムについては、フェノルオキシダーゼ活性化関連分子の遺伝子発現プ

ロファイリングを行い解析する。 
 

2) 耐病性トランスジェニック魚の作出 
 平成 22 年度に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 F0 世代か

ら次世代を作出する。トランスジェニックフィッシュに対する種々の

病原微生物の感受性試験を行い、半数致死量を求める。 
 
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 23 年度はメコン川に棲息する魚介類として、特に食用ナマズの

多様性を解析できる家系と 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 

 平成 23 年度はクルマエビ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。マイクロア

レイ作出用の遺伝子配列情報の蓄積と、その配列情報をもとにしたマ

イクロアレイを構築する。 
 
5) 養殖場環境生物の生化学・分子生物学的機能解析 

 養殖場の健全性に与える影響を明らかにするために、平成 23 年度

は、わが国ならびにタイのエビ養殖場の底泥について、特に各種酵素

活性の検出法と微生物検出法について確立を試みる。 

 

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し、さらに情報交換を行

うことで、単独で実施するより進展することが期待される。また、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。 
1. 肉質（美味しさ）の違いについて、分子レベルで明らかにすること

により、トランスジェニック技術等と併用することで新たな食資源

の開発に繋がる。 
2. クルマエビ類の抗菌タンパク質の生体内作用メカニズムが解明でき

れば、病原微生物感染症防除法開発研究に貢献できる。 
3. 遺伝子組換えによる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
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の基礎的研究に貢献できる。また、将来的には複数の感染症に耐性

を示す魚の作出技術を構築できる。 
4. 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。 
5. 環境中の微生物は生態系の生物の生命活動に不可欠であることが理

解されつつあるが、未だそのメカニズムや明らかにされていない。

養殖場環境においても、種々の微生物あるいは小型生物が養殖対象

種を飼育する上で重要であることから、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  
38 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 
36 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 平成 22 年 研究終了年度 平成 26 年 
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。） 

①本相手国との交流 
派遣先 

派遣元 
日本 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 
<人／人日> 

 16/107  
16/107 

タイ 

<人／人日> 
(6/80)   

(6/80) 

 
<人／人日> 

   
 

合計 
<人／人日> (6/80) 16/107  

16/107 
(6/80) 

②6 国内での交流       0 人／0 人日 
２３年度の研 

究交流活動計画 

本研究課題では、昨年度に引き続き、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、薬物代謝酵素群の農薬暴露に

対する反応を調べ、適切なモニタリング指標を検討する。これらに加え

て、近年、飼料原料の汚染が懸念されているアフラトキシンの毒性評価

ならびに汚染防御技術の基礎的検討を行う。 



 
 

11 
 

 
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

基礎的研究を昨年度に引き続き行う。具体的な研究内容は以下の通りで

ある。 
① エビ類の病原微生物について、遺伝子工学的手法による簡易検出法な

らび定量的検出法の開発と実証試験を行う。ウイルス感染に関係する

クルマエビ類の toll 様受容体、細胞間情報伝達に関与するサイトカイ

ンの一種 tnf スーパーファミリーおよび新規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。 
② 平成 22 年度に実施したウイルス性神経壊死症に対するワクチン試験

の追試験を実施する。また、細胞内寄生性細菌に対するワクチン候補

としてヒトの結核症に対するワクチンBCGを用いた試験が実施可能

かについて、調査検討する。ティラピアの微生物感染症克服のための

ワクチン開発の一環として、ティラピアにおける免疫学的研究技術

（血中抗体価測定のための ELISA 法、免疫細胞の機能試験法等）を

開発する。 
③ 新たな抗細菌性物質としての中鎖脂肪酸の有効性に関する基礎的検

討を行い、実用化に向けた研究を行う。 
 

期待される研究

交流活動成果 

昨年度実施した、セミナーの実施、若手研究者への研究指導、論文作

成指導は、有効であったと考えている。従って、本年度も引き続き、大

学院博士課程学生や若手研究者の育成にも力を入れていくことで、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。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。 
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、技術の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
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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。特に

東南アジア地域においては、農場と養殖場が近接しているところが多く、

農薬類の汚染監視システムの構築は今後の養殖魚の安全性確保に重要と

なる。本年度実施する研究交流活動を通して、東南アジア地域での農薬

汚染の防止、また、その意識改革に貢献することができる。 
平成 22 年度に実施したウイルス性神経壊死症に対するワクチン試験

の追試験により得られる知見により、有効なワクチン開発の一助になる

ことが期待される。また、タイ国における魚類のミコバクテリ感染症は

ヒトへの感染が危惧されていることから、本感染症に対するワクチン開

発に着手することにより、将来的には水産のみならず広く感染症研究分

野に貢献出来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  
27 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 

39 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 
 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業 –NRCT ｼﾞｮｲﾝﾄｾﾐﾅｰ 

「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-2」 
（英文） JSPS Asian Core Program - NRCT joint seminar 
“Development of new biotechnology for aquaculture and risk 
management of aquaculture products in Southeast Asia-2” 

開催時期 平成 24 年 3 月 19 日 ～ 平成 24 年 3 月 20 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ、バンコク、カセサート大学 
（英文）Thailand, Bangkok, Kasetsart University 

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) 

Nontawith Areechon, Kasetsart University, Associate Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ タイ  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 
B. 20/40
C. 

タイ 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 50/100

 

<人／人日> 

A.  
B. 
C. 

合計 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 20/40
C. 50/100
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A.セミナー経費から負担 
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こととする。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

とを目的とする。 
期待される成果 共同研究成果について両国の研究者が共有すること

により共同研究の更なる発展が期待できる。さらに、

タイ国の民間研究者や民間企業関係者からの意見や

助言も聞くことが出来、タイのみならず東南アジアお

いて将来的に産業に貢献できる研究ならびに教育に

ついて討論する場が作れることから、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。タ

イにおける新たな人材発掘、特に若手研究者や大学院

生、が期待される。 
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              金額3,600,000円
R-1 共同研究費にて渡航 9 名@180,000 円 
R-2 共同研究費にて渡航 9 名@180,000 円 
研究者交流費にて渡航  2 名@180,000 円 
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（タイ）国（地域）側 内容   印刷費、旅費、会議費 金額 560,000 円

（  ）国（地域）側 内容 
 

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> 

 3/17  3/17 

タイ 

<人／人日> 

(1/7)   (1/7) 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

(1/7) 3/17  3/17 

(1/7) 

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 

平成 23 年

4.14-4.20 
本事業に関連する大学を訪問し、共同研

究ならびに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 

平成 24 年

2.15-2.21 
平成 23 年度の本事業の総括と、平成 24
年度以降の進め方について打ち合わせ

を行う。 

東 京 海 洋 大

学・学長・松山

優治 

 

タイ・バンコ

ク・カセサー

ト大学 

平成 24 年

3.18-3.22 
平成 24 年度以降の本事業の進め方につ

いて協議する。 

東 京 海 洋 大

学・副学長・竹

タイ・バンコ

ク・カセサー

平成 24 年

3.18-3.22 
平成 24 年度以降の本事業の進め方につ

いて協議する。 



16 
 

下俊郎 ト大学 
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１１．平成２３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 403,000 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 8,428,000 

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

1,006,000  

その他経費 0  

外国旅費・謝金
等に係る消費
税 

423,000  

計 10,260,000 
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 1,026,000 
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 11,286,000  

 

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 1,586,140 6/42 

第２四半期 2,133,950 11/65 

第３四半期 3,072,180 13/106 

第４四半期 3,467,730 16/86 

合計 10,260,000 46/299 

 


