
 

拠点大学交流事業  

平成１９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://                                         
 
３．開始年度 
  平成 12年度（8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：高井 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  助教授 
     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）Viroch Impithuksa 
 コーディネーター：（英文）Yont Musig Dean 

     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、ウボンラッチャナティー大学、 

  ナレスアン大学、メージョー大学、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。 
 
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 5～6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い
る。平成 16 年度から第 2 フェーズへと移行し、研究プロジェクトに修正変更を行い、目標どおりに進
行している。平成 18 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。

以下に、研究プロジェクトと研究グループの関係についての表を示した。 
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）

養殖エビ類の分子生物学およ

び環境生物学的研究 遺伝子工学的手法による魚介

類の改良 ゲノム情報を利用した魚介類

の機能解析 

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 
1. 水産食資源動

物の生産及び管理

技術の開発 
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 

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 
2. 資源再生産・管

理型漁業に関する

研究 水産資源生物の持続的開発に

関する日タイ比較研究 

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 
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水産加工食品の品質改良に関

する研究 

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 

水産加工食品および廃棄物の

付加価値利用 

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

 
 
７．平成１９年度の研究交流目標 
 平成 19 年度は共同研究の第 3 フェーズを開始することから、今後 3 年間で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 18 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。 

 

８．平成１９年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 
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 
 本研究課題は、第 2フェーズのプロジェクト 1と 2を統合発展させた研究プロジェクトであり、マリ

ンバイオテクノロジーの技術を利用し、魚介類有用遺伝子の機能解析を実施する。 

 耐病性エビの選抜技術の開発を目的として、クルマエビおよびウシエビに細菌あるいはウイルスを感

染させた際の遺伝子発現ネットワークについて cDNAマイクロアレイを用いて解析する。さらに、クル

マエビ類の生体防御関連遺伝子の構造および組換えタンパク質を作製し機能解析を行う。また、RNA干

渉法により、特定の遺伝子機能を抑制し、その遺伝子の生体内での機能について解析する。クルマエビ

養殖で問題となる微生物感染症の予防を目的に遺伝子工学を駆使し、DNA ワクチンや食べるワクチン

等の第 3世代ワクチンの開発研究を実施する。 

 魚介類（ヒラメ、マダイ、ブリ、クルマエビ類）の各種臓器で発現している遺伝子の大規模解析を行

うとともに、個々の有用遺伝子の構造や機能について詳細に解析を行う。さらに、有用形質、特に耐病

性に関する遺伝子の発現制御を明らかにすることを目的として、マイクロアレイによる大規模遺伝子発

現プロファイリングを実施する。 
 現在メコンオオナマズ自然集団はタイにおいて採集(漁獲)禁止となっている。そこで、メコンオオナ
マズを食料資源として維持するためには人工繁殖集団を育成すると共に完全養殖用の系統を育成する

ためには産業的に重要であるとされる形質を選定しそれらの評価手法を確立し、遺伝分散や遺伝率の推

定を行う必要がある。そこで、今年度は人工種苗における枝分かれ交配を試みるとともに、測定形質の

選択とその評価手法の確立に向け、共同研究を実施する。 
 
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。本プロジェクトの目的は、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

ととする。主要なテーマは a)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、
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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。 

 

３.  熱帯水域における資源保護と管理 

 これまでの漁業技術並びに資源生物に関する共同研究をとりまとめ、成果導出にむけるものである。

そのなかで、漁業技術については、定置網漁業導入による沿岸域管理、トロールの混獲防除技術、集魚

灯漁法の合理的展開，カニ篭漁具の選択性向上の項目について共同研究を継続する。資源生物について

は、魚類・甲殻類・頭足類の成長と繁殖に関する研究をさらに進め、担当者受け入れによる研究の深化

を図るとともに、栽培漁業に関する新しい分野の充実を図るものである。 

 

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 

 水産食品は栄養価に富み、さらに医薬的成分などを含有するものが多いため、国内や国際市場におけ

る水産食品の需要は確実に増加し、今後はさらに品質を向上させて市場競争に打ち勝つことを常に認識

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、廃棄物を限りなくゼロに近づける努力が必須である。また、より付加価値のついた水産食品

の生産にも心がけねばならないし、海洋資源の過剰漁獲による水産加工食品原料の枯渇も心配である。

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研究プロジェ

クトを遂行するとともに、第 3 フェーズの出発として 2007 年度はさらに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・利用などについての検討を始める。 

 

８－２ セミナー 
平成 19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-III」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を開催する。日程は平成 19

年 10 月中旬の 3 日間とし、タイ国カセサート大学のシラチャーキャンパスを予定している。セミナ

ーの前後に各サブジェクトリーダーによるワークショップも計画している。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
例年どおり、コーディネーターが相手国を訪問し、共同研究の進捗状況と、今後の共同研究の実施

について話し合う。さらに、協力校へも訪問し、共同研究の状況について話し合いを行う。 
平成 19 年度は、日本側拠点大学の実施責任者である東京海洋大学学長ならびに副学長が相手国側

拠点大学であるカセサート大学ならびに協力校を訪問し、拠点交流事業の状況並びに、今後の本拠点

交流事業の進め方等を話し合う予定である。 
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９．平成１９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）  46/322    46/322 

タイ（NRCT） 33/514     33/514 

       

       

       

合計 33/514 46/322    79/836 

 

※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） 

 




