
 

拠点大学交流事業  
平成２０年度 実施計画書  

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学： 東京海洋大学 
（タイ） 拠 点 大 学： 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 

   交流課題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（9 年度目） 

 

４．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、

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、香川大学、京都大学 

     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 

 コーディネーター：（英文）Suriyan Tunkijjanukij, Dean 

     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 
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５．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、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。 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

本プロジェクトでは 4〜6 のサブプロジェクトを設け、10 年間の事業期間を 4 年（第 1 フェーズ：平成

12-15 年度）、3 年（第 2 フェーズ：平成 16-18 年度）、3 年（第 3 フェーズ：平成 19-21 年度）に分け、

第 1、2 フェーズ終了時に研究進捗状況等をプロジェクト内で評価し、修正変更することとして本事業

が開始され、平成 19 年度から第 3 フェーズへと移行し、その際に研究プロジェクトに修正変更を行い、

最終目標に向かって進行している。平成 19 年度の報告書に記載した通り、共同研究による日本とタイ

研究者の共著の論文を発表して来ており、研究交流活動は毎年、発展して来ている。平成 19 年度から

は第 3 フェーズへと移行していることから、12 月のタイでのセミナー開催時には各プロジェクトのリー

ダーで会合し、これまでの本事業による研究成果を基盤とし本事業の残りの 2 年間の進め方について話

し合った。また、各プロジェクトのリーダーの会合により、本事業による共同研究の更なる発展のため

には、本プロジェクトの研究成果を積極的に国際学会等で発表し、公開することが社会貢献にも繋がる

ことであるとの共通意見が得られた。 

 これまでの目標達成状況であるが、本事業による人的交流や共同研究により、基盤的な研究成果はか

なり蓄積されて来ており、本事業の研究目標達成のために順調に進展している。また、報告書の社会貢

献に項目に記載したが、これまでの本事業による成果は研究のみならず、タイにおける水産業や食品産

業にも貢献して来ている。このことは、タイから多くの食品を輸入している我が国へも間接的かもしれ

ないが多大な貢献をしていると考えられる。我国の若手研究者の参加も増加していることから、今後は

本事業の更なる発展が期待される。最後の 2 年間はこれまで以上に、本事業の成果を社会に還元するこ

とも視野に入れながら、本事業を展開する必要があると考えている。 

 研究交流目標を達成するためには社会的な貢献も重要であり、我々は本事業の目的を達成するために

本事業を通して以下のような社会貢献をして来ている。拠点大学交流参加者が、積極的にタイのエビ養
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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

感染防御法ならびに迅速診断法の開発研究等の学術面での成果を養殖現場へ還元・普及する努力がなさ

れている。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、現在、

タイ国政府が進めようとしている「世界の台所計画」等の社会的にも評価できるものと考えている。ま

た、タイ国の水産業はメコン川に棲息する魚類資源に依存している部分が有り、本拠点事業による共同

研究で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り、天然食資源の乱獲による枯渇の危険を回避すること

が可能になると考えられるとともに、本研究成果は東南アジアの水産学および水産業にモデルとして示

すことが出来ると思われる。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、立上げの段階から本拠点事業参加の東京海洋大学教員がアドバイ

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。さらに、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。こ

れらのことはタイ国のみならず、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。 
 

 
研究プロジェクトと研究グループの関係   

研究プロジェクト 
第 1 フェーズ（2000〜2003） 第 2 フェーズ（2004〜2006） 第 3 フェーズ（2007〜2009）

1. 水産食資源動

物の生産及び管理

技術の開発 

遺伝子工学的手法による魚介

類の改良 

養殖エビ類の分子生物学およ

び環境生物学的研究 
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 ゲノム情報を利用した魚介類

の機能解析 

病理組織学と分子生物学的手

法を用いた養殖魚介類の感染

症に関する研究 

魚介類の感染症に関する研究
持続的生産を目指した養殖技

術開発に関する研究 

2. 資源再生産・管

理型漁業に関する

研究 

環境悪化したエビ養殖池の修

復と完全閉鎖系養殖システム

の構築 熱帯水域における水産資源の

保全と管理に関する研究 

熱帯水域における資源保護

と管理 
水産資源生物の持続的開発に

関する日タイ比較研究 

3. 水産食資源の

有効利用と付加価

値向上のための技

術開発 

水産加工食品の品質改良に関

する研究 海洋食糧資源の有効利用に関

する研究 

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水産加工食品および廃棄物の

付加価値利用 

 
平成 19 年度までの主な研究成果を以下に示した。 

1. 水産食資源動物の生産及び管理技術の開発 

1-1. 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 

 耐病性エビ作出を最終目標とし、クルマエビおよびウシエビを用いた cDNA マイクロアレイによる病

原微生物感染時の遺伝子発現の解析を可能にした。トランスジェニックエビ作出技術を開発した。トラ

ンスジェニックエビ策出に関する成果は国際科学誌に評価され、表紙を飾った。 
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 魚介類の各種臓器で発現している EST 解析を行い、個々の有用遺伝子の構造や機能について解析を

行う。EST による遺伝子配列情報を基にマイクロアレイを用いた発現解析および有用形質関連遺伝子の

遺伝子発現プロファイリングを行うための技術開発を行った。さらに、耐病性トランスジェニック魚の

作出に成功した。 
 メコンナマズの遺伝的多様性等を解析するためのマイクロサテライトマーカーを開発した。 
1-2. 魚介類の感染症に関する研究 

 魚介類養殖に被害をもたらすウイルス病を撲滅する目的で、免疫賦活剤やワクチンの開発を共同で行

って来ており、感染防御に有効な免疫賦活剤やワクチンの候補を開発することに成功した。タイ国北部

地域のナマズ、南東地域のカニの卵や幼生におけるミズカビ病の防除法を確立するために疫学的な調査

と病原体の収集を行った。これらと同時に、安全な養殖エビを生産するための養殖環境のモニタリング

および汚染実態を調査および養殖餌料にプロバイオティクスとして添加する有用微生物の検索を行い、

いくつかのプロバイオティクス候補微生物を同定した。養殖場で発生問題となる魚介類病源微生物感染

症の迅速診断法を遺伝子工学により開発し、両国の研究現場に普及させた。 
2.  資源再生産・管理型漁業に関する研究 
 現在日本が進めている資源管理型漁業、そして資源回復計画の推進、並びに FAO が 1995 年より提唱

している「責任ある漁業」の地域化を導入し、定着させるために、資源調査を基礎に置いた持続的且つ

高度な資源利用に向けて、日本との共同研究を通して人材の養成、調査・研究方法の確立、さらには持

続的資源利用のための漁獲技術開発を行って来た。そして、タイ国に一部地域では沿岸域資源管理の手

法確立のために定置網漁業導入による小規模漁業者の共同操業体制の確立と人材の養成も進み、成果を

上げつつある。 
 漁業対象重要種となる魚類、甲殻類、頭足類の成長や再生産に関する生物学的研究、並びに持続的開

発を可能とする漁獲技術に関する研究を実施し、タイ国が日本へ輸出している魚介類の一部については

資源量解析手法等の確立がされつつある。 
3.  水産食資源の有効利用と付加価値向上のための技術開発 
 魚肉タンパク質を利用した可食性フィルムの調製と性状改善に関する共同研究を行い、水産物より抽

出し物質を用いることにより種々の可食性フィルムの作製に成功した。さらに、一部の可食性フィルム

は極めて優秀な抗酸化能を有することから、脂質を多く含む各種食品の包装材として利用できる可能性

を示唆した。 

 エビすり身を作製するための技術開発として、エビ類筋肉タンパク質のゲル化に関する研究トランス

グルタミナーゼをすり身に添加して坐らせることにより、極めて緻密なゲルを調製できた。 

 魚肉発酵食品に関する研究として、タイの伝統的魚肉発酵食品である Som-fug と Mungoong の機能特

性及び品質改善方策の検討を実施し、その機能性食品としての有効性を明らかにした。 

 日本や東南アジア地域で広く製造・利用されている魚醤油の貯蔵中における品質変化を脂質酸化の立

場を中心に検討し、魚醤油の脂質酸化程度は過酸化物量を測定することが有効であるも明らかにした。 

 魚介類特に魚肉の冷凍貯蔵方法と冷凍品の品質の関係を検討し、品質保持の最適貯蔵条件と冷凍保存

メカニズムの解明を行った。 

 熱帯域におけるドウモイ酸による貝類の毒化と原因珪藻について調査し、熱帯域の広い範囲に生息す

る Spondylus 属の二枚貝が常にドウモイ酸を蓄積していること、さらに本酸による貝の毒化が熱帯でも

起こることを明らかにした。 
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７．平成２０年度の研究交流目標 

 平成 20 年度は共同研究の第 3 フェーズの 2 年目であり、さらには最終年度の前年度であることから、

第 3 フェーズの研究テーマ毎の目標達成のみならず、事業全体の目標を達成すべく共同研究を展開する

とともに、共同研究の第 3 フェーズへの計画も踏まえ、コーディネーターならびに各研究テーマのリー

ダーは密接に連絡を取りながら、若手研究者の養成、社会への貢献も考慮し、本事業を進展させていく。

さらに、平成 19 年度事業報告書に挙げた今後の課題・問題点を克服するため、両国の研究者は共同研

究を実施する。先の目標達成状況の項にも記載したが、今後はさらなる社会貢献を意識した交流も視野

に入れた研究者交流や共同研究を進めて行く。さらに、互いの国の若手研究者が対等の立場で刺激を与

え合い、発展していくように、各研究テーマのリーダーは、若手研究者交流にさらなる配慮をすること

も今年度の目標の一つとした。 

 

８．平成２０年度の研究交流の概要 

８－１ 共同研究 

平成 20 年度は第 3フェーズの 2年目であり、共同研究の目的及び共同研究内容は基本的には平成 19 年

度の成果を基に、その成果をさらに発展させ、本事業の目的達成のために以下の 4つの研究グループに

よる共同研究を継続して実施する。 

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 

 日本側リーダー：廣野育生（東京海洋大学） 

 タイ側リーダー：Anchalee Tassanakajon（チュラロンコン大学） 

2. 持続的生産を目指した養殖技術開発に関する研究 

 日本側リーダー：舞田正志（東京海洋大学） 

 タイ側リーダー：Nontawith Areechon（カセサート大学） 

3. 熱帯水域における資源保護と管理 

 日本側リーダー：有元貴文（東京海洋大学） 

 タイ側リーダー：Monton Anongponyoskul（カセサート大学） 

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 

 日本側リーダー：田中宗彦（東京海洋大学） 

 タイ側リーダー：Worawattanamateekul Wanchai（カセサート大学） 

 

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 

 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

服することが考えられる。本拠点事業では、バイオテクノロジーの技術を水産学に反映させ、マリンバ

イオテクノロジー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。本研究

グループは、クルマエビ類および海産養殖魚の免疫・生体防御に着目し、現在の養殖に於いて最も問題

となっている微生物感染症の克服を行うとともに、タイ国の水産資源の枯渇を防ぐために、分子生物学

的アプローチにより資源量推定や遺伝学的多様性確保に向けた共同研究を行う。共同研究内容として、

（1）マイクロアレイを用いた遺伝子発現プロファイリングによる魚介類の免疫・生体防御機構の理解
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と、食資源としての有用形質関連遺伝子の探索およびバイオマーカーの開発、（2）RNA 干渉法による、

クルマエビ類遺伝子の機能解明及びウイルス増殖抑制技術の開発、（3）遺伝子工学的手法を用いた感染

防御技術（ワクチン等）の開発研究、（4）魚介類のゲノム情報あるいはマイクロサテライトマーカー等

の遺伝子工学的手法を用い、タイ国の魚介類、特にクルマエビ類とナマズ類について遺伝学的に解析し、

食資源としての資源量推定や生物学的特性等について解析を行う。 

 

2. 持続的生産を目指した養殖技術開発に関する研究 

 アジア・太平洋地域においては、消費者の高品質、環境保全ならびに食品として安全性の高い養殖生

産物に対する要求が高まっている。このことから、環境保全および安全性を保証する養殖技術を導入す

ることはこれまで以上に重要になってきている。タイ国ではクルマエビ類が重要な貿易産業となってい

るが、以前は、抗菌剤の残留等で経済的に多大な損失を発生させた経験から安心・安全な食品を生産す

ることに非常に高い意識を持つようになっている。また、本拠点事業の交流目標の項にも記載したが、

タイ国は日本への食糧輸出国として常に上位に位置することから、本拠点事業により得られる成果を社

会に還元することにより、タイ国で生産される水産物が安心・安全なものになると考えられる。このよ

うな背景の元に、本研究グループの共同研究の目的は、環境保全型養殖および生産物の安全性に求めら

れるより高度な養殖技術と管理システムに関する情報交換ならびに共同研究の実施を行うことである。

本研究グループの主要なテーマは a)水産用医薬品に依存しない疾病制御に関する基礎的研究ならびに

技術開発、b)環境にやさしい、安全な養殖生産のための革新的技術ならびに管理システム構築のための

研究ならびに、c)種苗生産段階における栄養学的研究ならびに疾病制御に関する研究を実施することで

あり、今年度は以下に示す研究を実施する。水産用医薬品に依存しない疾病制御に関する基礎的研究な

らびに技術開発として、（1）平成 19 年度までに開発できていない魚介類病原微生物感染症に対する迅

速診断法の研究開発、（2）魚介類ウイルス感染症防御のための抗ウイルス因子の探索、（3）これまでに

探索し同定して来た微生物のプロバイオティクスとしての効果および使用法等に関する研究を行う。環

境にやさしい、安全な養殖生産のための革新的技術ならびに管理システムとして、（1）海水の電気分解

による殺菌法をタイの養殖場等で利用するための技術開発の実施、（2）環境低負荷な養殖魚用自発摂餌

装置の研究開発、（3）養殖生産物のリスク管理技術の情報交換と管理徹底のための人材育成法の共同開

発を実施する。種苗生産段階における栄養学的研究ならびに疾病制御に関する研究として、（1）餌料添

加物として用いることが考えられるタイの伝統的な種々ハーブについて、微生物の増殖抑制効果を調べ

るとともに、（2）プロバイオティクスのメカニズム解明に焦点を当てて共同研究を実施する。 

 

３.  熱帯水域における資源保護と管理 

 タイの水産業生産量は 1990 年代以後 350 万トンレベルを維持し、世界のなかで上位 10 カ国に入る

漁業国である。しかし、海洋資源の利用としては 1960 年代に 10 万トンから 100 万トンまで生産量を

伸ばし、その後も 1990 年に入ってからは 200 万トンを越える生産を続け、タイ湾を中心とした漁業は

乱獲による資源枯渇に陥っている。特に、沿岸・沖合漁業として表層性のマアジ、イワシ、イカ類、ま

た底生性のニベ、イトヨリ、エビ類について持続的な生産を図るための方策確立が急務となっている。

このような沿岸・沖合での厳しい資源環境のなかで遠洋漁業への進出も図られ、近年はカツオ・マグロ

類の生産を伸ばしてきている。しかし、まだ種々の問題が山積しているのが現状である。そこで、本拠

点事業では現在日本が進めている資源管理型漁業をタイ国に伝えることを目的とし、漁業技術について

は、（1）タイ国ラヨンにおいて日本の定置網漁業技術を導入する技術移転の確立と沿岸域管理に対する
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知識と情報の伝達と人材の教育、（2）効率的な漁業技術である集魚灯漁法の効果の検証、（3）資源量に

多大な影響を与えると考えられるゴーストフィッシング、混獲および漁獲物の投棄問題についてタイ国

における現状の把握のための調査研究およびこれら問題解決のための共同研究を実施する。資源生物に

ついては、（1）タイ国が日本へ輸出している魚類・甲殻類・頭足類の生態に関する調査研究をさらに進

め、資源の枯渇を防ぎ、有効利用するための技術あるいは規則を共同で研究開発するとともに、（2）日

本で成果を収めて来ている栽培漁業の技術を、本拠点事業によるタイ国の水産資源解析調査結果を踏ま

えて普及をはかるために、本研究のモデルとなるスズキとガザミを対象とし、標識放流による効果判定

研究を実施する。 

 

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 

 栄養価に富む水産食品並びに医薬的成分などを含有する海洋資源の需要は、国内や国際市場において

この数年間確実に増加している。1 人 1 年間当り消費する水産物の量は全世界で増加傾向にあり、特に

人口が多い開発途上国でその傾向は顕著である。これらのことは水産資源の枯渇を導く可能性が大きい

ため、資源を維持しながらさらに品質を向上させることを常に認識しながら研究・開発を進める必要が

ある。また、効率や収率を上げて利潤を増やすこととは別に、公害を減らし、環境に配慮した水産食品

加工方法の開発も望まれている。このような状況の下、加工残滓を再利用し、さらに廃棄物を限りなく

ゼロに近づける努力が必須である。このような多くの問題を抱える海洋食糧資源をいかに持続的に有効

利用するかについて、2007 年度からの第 3 フェーズプロジェクトを立ち上げた。2008 年度はこれら研

究を継続し、水産資源の有効利用と水産生物資源や水産廃棄物に含まれる生理活性物質の分離・精製・

利用などについて共同研究を推し進める。 

 

８－２ セミナー 

平成 20 年度は「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-IV」をタ

イトルとし、これまでの研究成果をまとめたものを講演する形でセミナーもしくはワークショップを

開催する。日程は平成 20 年 10 月中旬とし、開催場所は東京海洋大学品川キャンパスを予定している。 

 

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し、その際にグループリーダーとの共同研究の進捗状況と、

今後の共同研究の実施および支援体制について話し合う。また、日本側コーディネーターはタイ側協

力校の内、本拠点事業への参加人数も多く、貢献度も高いチュラロンコン大学も訪問し、本拠点事業

参加研究者の本事業共同研究への参加のさらなる支援体制の充実を話し合う。さらに、本事業枠とし

て毎年 1 名のタイ国留学生を国費留学生として受け入れていることから、今年度も、日本への留学希

望者に対して面接を行う予定である。タイ側コーディネーターは来日した際には、東京海洋大学にお

いてタイ国の大学における水産学と水産学研究について講演をしていただく予定にしている。 
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９．平成２０年度交流人数・人日数総表 

９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS） 

タイ 

(NRCT) 
   合計 

日本（JSPS）  26/206    26/206 

タイ（NRCT） 48/499     48/499 

       

       

       

合計 48/499 26/206    74/705 

 

※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。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

  ０／０ （人／人日） 

 


