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拠点大学交流事業 
平成１８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://                                  
 
３．開始年度 
    2000年度（平成 12年度） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １８年 ４月 １日 ～ 平成 １９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：高井 陸雄  東京海洋大学長 
 コーディネーター：青木   宙  東京海洋大学  教授 
     協力大学：北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、三重大学、京都大学、

奈良先端科学技術大学院大学、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、福山大学、北里大学、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）Viroch Impithuksa 
 コーディネーター：（英文）Yont Musig, Dean 

様式７ 
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     協力大学：（英文）Chulalongkon University、Mahidol University、 

Prince of Songukla 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について
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１８年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

 平成 18 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 18

年度は下記に示した第 2 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、第 3 フェーズの研究を発展させるために、研究グループ間を横断するような共同研究

あるいは情報交換を行った。 

第 2フェーズの研究プロジェクト 

Group 1：養殖エビ類の分子生物学および環境生物学的研究 

Group 2：ゲノム情報を利用した魚介類の機能解析 

Group 3：魚介類の感染症に関する研究 

Group 4：熱帯水域における水産資源の保全と管理に関する研究 

Group 5：海洋食糧資源の有効利用に関する研究 

  
７－２ セミナー 

 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、これらの研究成果について討論した。 

 参加者はタイ側 151 名、日本側 41 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。その結果、

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。また、セミ

ナー基調講演において東京海洋大学の矢澤一良教授により「海洋生物由来生理活性物質

の機能性食品への利用」についての講演が、タイ水産庁の Somying Peimsomboon 博士に

より「Fishery resource managements for sustainable development in Thailand」についての講演が

あった。 

 

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 19 年 2 月に、タイ側コ
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ーディネーターのカセサート大学水産学部長 Yont 博士を招聘し、平成 18 年度の本事業

と研究者交流の総括を行った。次いで、平成 19 年度以降の本事業実施について詳細に

協議した。 

 

 
８．平成１８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 18 年度は、平成 16 年度から始まった第 2フェーズの最終年度に当り、全体を総

括して共同研究は順調に進展している。日本側は今年から北里大学から本事業へ参加者

があり、今後、本事業の更なる発展が期待される状況となった。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者が増え、

これまで以上に共同研究が進展することが期待された。また、平成 19年度からは第 3フェ
ーズへと移行することから、各プロジェクトのリーダー間で協力体制確立に関する打ち

合わせが綿密に行われた。 

 招聘、派遣を通して互いの国の養殖生産、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、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 18 年 12 月 18 日から 20 日にかけて、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、日本の大学院学生が研究成果を発表し、意見交換を行うセッションを設けた。

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。 

 今年度も、タイの若手研究者を 1 か月前後の日程で招聘し、共同研究を多数実施した。

この際、多くの新しい研究手法を指導し、修得させた。 

 本事業経費を使用しての参加ではないが、2006 年 10 月 30 日～11 月 3 日に米国ボスト
ン市で開催された「21 世紀における漁業技術－漁業と生態系保全の統合」に関する国際シ
ンポジウムにおいて、東京海洋大学博士後期課程の 2 年次生に在学中のタイからの留学生
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Anukorn Boutsonが、「Size and species selectivity by improving collapsible trap design 
for blue swimming crab in Thailand：タイ国におけるガザミ籠の設計改良による選択性」
の演題でポスター発表を行い、Best Student Posterを受賞した。ICES（国際海洋開発協
議会）と FAOの共同主催のこのシンポジウムは、漁業技術系の国際学会としてもっともレ
ベルが高く、今回の受賞は JSPS拠点大学によるタイ側の共同研究者にも大きな反響を及ん
でいる。このように、本事業の経費を使用して得られた成果ではないが、本拠点事業に参

加している研究者個々の努力により、本拠点事業に有意義な波及効果を与えていると考え

られる。 

 文部科学省の国費留学生（拠点枠）で、平成 18年 9月に東京海洋大学において博士の学

位を取得した Piyabitankul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第 4 位がタイである。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

輸入元１あるいは２位がタイである。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 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。 

 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。 

 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

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予定である。 
 

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。昨年度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、問題は解決されつつあり、また、平成 19年度は若手の研究者
をこれまで以上に共同研究に参加させ、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。 
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８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数  59 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 5 本
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９．平成１８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 

実施計画 49/340    49/340 日本 
（JSPS） 実績 

 
46/323    46/323 

実施計画 29/431    29/431 タイ 
(NRCT) 実績 30/490 

 

   30/490 

実施計画  1/7   1/7 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

実績  1/6 

 

  1/6 

実施計画       

実績    

 

  

実施計画       
実績     

 

 

実施計画 29/431 50/347    79/778 合計 

実績 30/490 47/329    77/819 

 

※ 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） 

 




