
拠点大学交流事業 
平成１９年度 実施報告書 

 

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．交流分野・研究テーマ 

（和文）：新世紀における水産食資源動物の生産技術及び有効利用に関する研究 

（英文）：Productivity techniques and effective utilization of aquatic animal resources into the new 

century 

 

 交流分野・研究テーマに係るホームページ： 

 http://www.kaiyodai.ac.jp/Japanese/exchange/index.html   

 

３．開始年度 

    平成１２年度（８年度目） 

 

４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １９年 ４月 １日 ～ 平成 ２０年 ３月 ３１日 

 

５．実施組織 

日本側実施組織 

     拠点大学：東京海洋大学 

  実施組織代表者：髙井 陸雄  東京海洋大学長 

 コーディネーター：廣野 育生  東京海洋大学  准教授 

     協力大学：北海道大学、東京大学、東北大学、筑波大学、三重大学、広島大学、

高知大学、京都大学、奈良先端科学技術大学院大学、宮崎大学、鹿

児島大学、日本獣医生命科学大学、北里大学、福山大学、 

水産大学校 

     事務組織：事務局総務部国際・研究協力課 国際協力係 

 

相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 

     拠点大学：（英文）Kasetsart University 

          （和文）カセサート大学 

  実施組織代表者：（英文）Vudtechai Kapilakanchana, President  
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 コーディネーター：（英文）Suriyan Tunkijjanukij, Dean, Faculty of Fisheries  

     協力大学：（英文）Chulalongkorn University、Mahidol University、 

Prince of Songkla University、Khon Kaen University、Chiang Mai  

University、Maejo University、Ubon-ratchtanee University、 
       Naresuan University、 Walailuk University、 Taksin University 

          （和文）チュラロンコン大学、マヒドン大学、 

プリンスオブソンクラ大学、コンケン大学、チェンマイ大学、 

メージョー大学、ウボンラッチャナティー大学、 

ナレスアン大学、ワライラク大学、タクシン大学 

 

６．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 

２１世紀の水産業は、国連海洋法条例のもとに、沿岸海域では海洋環境を保全しつつ増

養殖業による水産資源の増産、沖合海域では魚類資源の持続的生産および水産資源の高度

利用を基本にして発展して行かねばならない。今後も増え続ける人口を養い、その生活を

維持するために食用魚介類に対する需要は世界的に強まっている。我国とタイの水産の研

究に従事する研究者は２１世紀の水産業発展に貢献するため、深く連携をとりながら、高

度な技術を駆使した、持続的産業として、水産業を発展させねばならない。タイと日本の

水産業は密接に関係している。タイの水産物は重要な輸出品目であり、特に、エビとカツ

オ・マグロ缶詰の輸出額が大きく、この 2 品目で水産物輸出額の 8 割以上を占めている。

日本はこの 2 品目の輸出先上位国である。また、マグロ缶詰ならびにエビ調整品ついてみ

れば、タイが日本の輸入先第一位である。その他の水産物においても、タイの輸出先、日

本の輸入先の上位にお互いが位置している関係にある。 

 両国間の共同研究により、①魚介類の種苗生産技術および飼育技術の改良、新しい養殖

飼料の開発、養殖場の環境浄化、さらに、魚介類の病気の防疫体制が確立されること等に

より、養殖生産量の増加、②タイ沿岸の水産生物に対する適切な資源量の評価ならびに資

源解析結果に基づく漁具・漁法等の漁業技術の改良・開発により、生態系を維持した管理

型漁業への推進・定着化、③未知海洋資源の効率的利用が図られ、付加価値向上の技術開

発によりタイにおける漁業の発展、④先端加工貯蔵技術の開発により、熱帯水圏特有の悪

条件にも長期保存が可能な水産食品の製造が期待できる。長期的視野に立てば、産業の発

展と国民の動物性タンパク質の確保をより容易にすることを目的とする。
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 
 平成 19 年度の共同研究成果については、研究課題毎の実施状況欄に記載した。平成 19

年度は下記に示した第 3 フェーズの研究プロジェクトを基に共同研究を展開するとともに、

本プロジェクトのさらなる発展を目指し、共同研究を実施した。 

第３フェーズの研究プロジェクト 

Group 1：マリンバイオテクノロジーによる魚介類有用遺伝子の機能解析 

Group 2：持続的生産を目指した養殖技術開発に関する研究 

Group 3：熱帯水域における資源保護と管理 

Group 4：海洋食糧資源および生理活性物質の有効利用に関する研究 

  

７－２ セミナー:新世紀における水産食資源動物の生産技術および有効利用に関する

研究-III 
 21 世紀の水産業は、海洋環境を保全しつつ増養殖業による水産資源の増産、魚類資

源の持続的生産および水産資源の高度利用を基本にして発展して行かねばならない。今

後も増え続ける人口を養い、その生活を維持するために食用魚介類に対する需要は世界

的に強まっている。我国とタイの水産の研究に従事する研究者は 21 世紀の水産業発展

に貢献するため、深く連携をとりながら、高度な技術を駆使した、持続的産業として、

水産業を発展させねばならない。本拠点事業の研究目標到達を目的として、これまでの

両国間の共同研究により、魚介類の種苗生産技術および飼育技術の改良、新しい養殖飼

料の開発、養殖場の環境浄化、魚介類の病気の防疫体制の新技術開発、水産生物に対す

る適切な資源量の評価ならびに資源解析結果に基づく漁具・漁法等の漁業技術の改良・

開発研究、生態系を維持した管理型漁業に関する研究、先端加工貯蔵技術の開発により、

熱帯水圏特有の悪条件にも長期保存が可能な水産食品製造法開発に関する研究を展開

して来ており、これらの成果について討論した。発表論文ならびにプログラムについて

は、セミナー報告書提出時に添付した。 
 参加者はタイ側 135 名、日本側 40 名であった。タイと日本の研究者がシンポジウム

を通して情報交換を行い、これらの問題に共同して取り組む対策を検討した。また、３

名の研究者(Thanwa Jitsanguan、Jacques Gabaudan、岡本信明)による基調講演が行われた。

タイ側からの 2 名の基調講演者は本拠点事業のメンバーではないが、Thanwa Jitsanguan
氏はタイ側の拠点大学カセサート大学の副学長であり、Jacques Gabaudan 氏は民間の研

究機関でアジア太平洋地域の養殖産業について解析するアナリストでカセサート大学

水産学部が講演を依頼した研究者であり、ともに経費を支出することなく講演をしてい

ただいた。Thanwa Jitsanguan 氏の講演は今後の日本とタイにおける科学技術協力等につ

いてであり、セミナー出席者の今後の共同研究にも良いものであった。また、Jacques 
Gabaudan 氏の講演は、日本の消費者が海産食品を購入する際の重要点についてアンケ
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ート調査を基に、海産食に関する研究の方向性等について講演されたものであり、特に、

本事業のうち、食品関連グループの研究に重要な講演であった。全体として、今後の共

同研究をさらに発展させるための方向性を確立することができた。 
 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 本事業では共同研究計画に従って、実施して来ており、平成 20 年 2 月に、タイ側コ

ーディネーターのカセサート大学水産学部長 Suriyan 博士を招聘し、平成 19 年度の本事

業と研究者交流の総括を行った。次いで、平成 20 年度以降の本事業実施について詳細

に協議した。 
 

８．平成１９年度の研究交流の成果 
８－１ 研究協力体制の構築状況 
 平成 19 年度は、第 3 フェーズの開始年度であり、さらに、拠点大学の両コーディネ

ーターの変更があったことから、12 月のグループリーダー会議ではこれまで以上に、

密な話し合いが行われた。プロジェクト全体を通して共同研究は順調に進展している。

また、今年度のセミナー対しても NRCT からの補助があり、タイ側の拠点大学と NRCT
のサポート体制に問題ないことが窺われた。さらに、各研究分野とも、若手研究者の本

事業への参加が増え、これまで以上に共同研究が進展することが期待された。 
 昨年と同様に招聘、派遣を通して互い国の養殖生産、流通、研究設備・施設などの状況

が把握でき、補完的に共同研究を行うことができるようになった。 
 

８－２ 学術面の成果 
 本研究事業により発表された成果論文数については 8-6 に記載したが、これまでと同様に

実りある共同研究成果の発表数が増加して来た。さらに、共同研究成果が発表される論文

も国際的な学術雑誌であり、共同研究が順調に進んでいることを物語っている。具体的な

研究成果については、各プロジェクトの報告欄に記載した。 

 

８－３ 若手研究者養成 
 平成 19 年 12 月 17 日と 18 日に、タイのカセサート大学で行われた本事業のセミナーに

は、昨年同様に、日本へ招聘したタイ研究者の研究成果を発表する機会を設けるとともに、

日本の若手研究者が研究成果を発表し、意見交換を行えるように、日本からの派遣者に多

くの若手研究者を加えた。さらに、セミナーの懇親会の際には日タイの若手研究者が集い、

活発な討議が行われた。この際、若手研究者同士で共同研究についての打ち合わせ、情報・

知識の共有が図られ、両国を結ぶ大変活気のあるセミナーであった。 

 日本からの派遣者は、タイへ出張中、主としてカセサート大学とチュラロンコン大学の

若手研究者との交流を行い、実験の進め方などについて指導した。特に大島教授は、シン
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ポジウム終了後、Hat Yai にある Prince of Songkla 大学まで足を伸ばし、副査として同大学

の博士課程学生とこれまでの研究及びこれからの研究について打ち合わせ、指導した。児

玉教授は平成 19 年度 8 月にチュラロンコン大学で食中毒をもたらすプランクトンの同定や

毒性物質の抽出・分析方法の指導を行った。 

タイからの招聘者には、日本滞在中に招聘先研究室のセミナーなどで各自の研究を発表

していただき、修士・博士課程学生を中心に意見の交換などを行った。また、長期滞在の

招聘者には主に研究室に所属する修士・博士課程学生の実験内容や方法について、指導し

てもらうようにした。 

 平成 20 年度は、10 月に横浜で世界水産学会議が開催されることから、本国際会議にあわ

せて、本事業のセミナーを開催し、多くのタイの若手研究者が本国際会議に参加し、本事

業の研究成果を世界に向けて発表できるようにすることが、グループリーダー会議で確認

された。 

 文部科学省の国費留学生（拠点枠）で、平成 19 年 9 月に東京海洋大学において博士の学

位を取得した Damri は、タイへ帰国後、チュラロンコン大学獣医学部の講師として活躍し

ている。また、これまでの本事業における共同研究の実績を踏まえて、タイからの若手研

究者を文部科学省の国費留学生として東京海洋大学より推薦している。 

 

８－４ 社会貢献 
 タイの水産業は重要な輸出産業であり、水産物の多くは日本へ輸出されている。日本の

水産物輸入相手国の上位に常に位置しているのがタイである。エビ、エビ調整品、イカ、

イカ調整品、カマボコ原料、カツオ・マグロの缶詰等は、タイの輸出先国の１あるいは２

位が日本で、日本の輸入先の１あるいは２位が日本である。我々の拠点事業は、タイ研究

者と食品加工技術の改善、新食品の開発ならびに水産加工食品、養殖エビおよび漁獲物の

HACCP に関する研究、魚介類天然資源を考えた漁業の確立、バイオテクノロジー技術を駆

使した持続的養殖技術開発および資源調査等の共同研究を行っており、タイの水産業の発

展への貢献と我が国への水産食品の安定的な供給と安全な食品を供給している。 

 拠点大学交流参加者が、積極的にタイのエビ養殖場や魚類養殖場を訪問し、防疫対策上

のアドバイスを与えているほか、共同研究のテーマとして、食の安全に配慮したプロバイ

オティクスによる防疫対策の確立や、分子生物学的手法を取り入れたエビ類の感染防御法

の開発研究等の学術面での成果を養殖現場へ還元する努力がなされており、社会的貢献度

は高い。また、タイ国養殖業における食品安全性確保に対する HACCP 概念を広めたことは、

社会的にも評価できるものと考えている。 

 メコン川に棲息するナマズ類の資源調査を遺伝子レベルで行える手法を開発したことか

ら、今後は、これまで以上に正確に資源調査を実施できることになった。 

 ラヨン郡において日本の定置網技術導入の事業が東南アジア漁業開発センターの沿岸 

域管理プロジェクトとして実施されており、立上げの段階から東京海洋大学教員がアドバ
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イザーとして参画し、地域漁村振興と沿岸資源管理手法として成果をあげつつある。拠点

交流事業として、漁業技術、資源生物、漁業経済の専門分野からの支援体制を構築してお

り、平成 18 年度には本拠点事業の共同研究の一環として、富山県氷見市との共催で国際ワ

ークショップを現地で開催して成果普及に努めた。平成 19 年度も共同研究の一環として、

富山県氷見市との共催として国際ワークショップを富山県氷見市で開催し、タイ国のみな

らず、多くの発展途上国に対して、本事業の成果普及を行うことができた。 

 本年度 JSPS-NRCT シンポジウムでバンコクを中心とした食品会社の研究者や従業員と交

流し、彼らの抱えている問題の解決に向けた相談に乗った。さらに、シンポジウム後に魚

醤油(ナンプラー)工場を見学し、工場長や製品開発・品質管理の担当者と意見交換を行い、

製造工程の問題について日本の魚醤油との違いなどを踏まえた指導を実施した。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 
 本事業の共同研究は順調に進んでいる。以前の報告書に記載した日本側若手研究者の本

事業への参加についても、問題は解決されて来ており、また、平成 19 年度から新規に多く

の若手研究者が共同研究に参加するようになってきた。さらに、タイの若手研究者の招聘

にも尽力する予定である。 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数  62 本 
   うち、相手国参加研究者との共著 24 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 10 本
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９．平成１９年度における総交流人数・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 

（JSPS）

タイ 

(NRCT) 
   合計 

日本 

（JSPS） 
実施計画 

 
46/322    46/322 

実績 44/292    44/292 

タイ 

(NRCT) 
実施計画 33/514     33/514 

実績 33/502    33/502 

 
実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

合計 実施計画 33/514 46/322    79/836 

実績 33/502 44/292    77/794 

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 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 

   ０／０  （人／人日）    ０／０  （人／人日） 

 


