
拠点大学交流事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学： 東京海洋大学 
( タイ )側拠点大学： カセサート大学 

 
２．研究交流課題名 

（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 
                   （交流分野：水産学）  
（英文）：Productivity techniques and effective utilization of aquatic animal resources into the new century 
                   （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/22516.html 
 
 
３．開始年度 
平成 12 年度（9 年目） 
 
４．実施体制 
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  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、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 

 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, 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 
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     （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 

 

５．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。 
 
６．平成２０年度研究交流目標 
 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。また、

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。 
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７．平成２０年度研究交流成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 本事業参加者は、タイ側拠点校のカセサート大学のみならず、多くの大学や国立の研究

機関とそれぞれ研究協力体制を幅広く構築して来ており、研究協力体制は良好な状態で構

築されている。これまでに研究協力体制が構築されて来たことから、今年度の研究グルー

プ 2 で報告している研究の中には、新たに発生した日本とタイにおける養殖上の共通の問

題について、即応性のある研究を実施している。これは、研究協力体制が機能的に構築で

きたことを示している。 

 研究グループ 3 においてはこれまでの研究協力体制を機能的に利用しており、タイにあ

る東南アジア漁業開発センターが域内 11 カ国を対象として「定置網漁業技術普及なら

びに漁業インパクトの低減」をテーマに開催したワークショップに日本側研究者を派遣

して講師として指導にあたるとともに、日本の技術レベルや研究の状況を伝え、参加し

たタイ側、そして東南アジア各国の研究者との意見交換を進めた。漁業インパクトの低

減に向けた研究活動については域内で今後大きな研究活動となることが期待され、日本

側研究者を含めた東南アジア地域ネットワークの構築が進められている。 
 

７－２ 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別紙に記載したが、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。各グル

ープにおけ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。 

グループ 1 

本グループでは以下の 7 項目（1. クルマエビ類遺伝子の大規模発現プロファイリング解析、

2. クルマエビ類有用遺伝子の機能解析、3. ウシエビの性決定関連因子に関する研究、4. イ

セエビの生体防御関連因子の構造解析、5. アワビの性決定関連因子について、6. 海産魚類

の遺伝子発現プロファイリング解析、7. タイにおける淡水魚遺伝資源の利用と保全に関す

る研究）について共同研究及び研究者交流を実施した。 

グループ 2 

本グループでは以下の 7 項目（１．メラミンの魚類に及ぼす影響に関する研究、2. エビ類

ウイルス病の高感度・迅速定量法に関する研究、3. 養殖魚類の抗菌剤残留に関する研究、

4. 観賞魚の抗酸菌 Mycobacterium 検出に関する研究、5. 観賞魚のアメーバ症に関する

研究、6. 日本で発生が認められていないエビ類病原ウイルスに関する研究、7. 海洋

バクテリアおよび植物由来物質の抗ウイルス効果に関する研究）について共同研究及び研

究者交流実施した。 

グループ 3 

本グループでは以下の 6 項目（1. 定置網漁業技術導入による沿岸域管理手法の確立に向け

た活動、2. 集魚灯漁法、カニ籠漁法については漁業インパクトの低減に向けた実証的研究、

3.東南アジア沿岸域における生物資源の持続的利用については議論および情報交換、4. 頭
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足類の成長と繁殖に関する共同研究、5. 甲殻類の成長と繁殖に関する共同研究、6. 魚類・

甲殻類資源回復のための放流効果判定の技術指導および共同研究）について共同研究及び

研究者交流実施した。 

グループ 4 

本グループでは以下の 6 項目（1. 冷凍魚介類の品質に及ぼす解凍方法の影響とガラス転移

温度との関係に関する研究、2. 塩蔵魚卵製品の脂質酸化防止に関する研究、3. 水産加工残

滓から各種酵素の抽出とその利用に関する研究、4. 可食性すり身-エマルジョンフィルムの

調製と性状改善、5. 海洋生物資源に含まれる生理活性物質の検索・分離・精製、6. 魚類皮

ゼラチンの有効利用に関する研究）について共同研究及び研究者交流実施した。 

 
７－３ 若手研究者養成 

 文部科学省の国費留学生で、平成 20 年 9 月に東京海洋大学において博士の学位を取得し

た 3 名の留学生はタイに帰国後、Anukorn はカセサート大学の講師として、Laddawan はタ

イ水産庁の研究員として、 Yolprapa は、動物用医薬品関連企業にて研究者として活躍して

いる。また、平成 21 年 3 月修了予定である文部科学省国費留学生の Manichak の博士学位

審査が終了し、学位授与が可と判定されている。Mavichak は、帰国後は研究者として活躍

する予定である。さらに、これまでの本事業における共同研究の実績を踏まえて、東京海

洋大学ではタイからの若手研究者を拠点枠以外でも文部科学省の国費留学生として受け入

れている。  

 本事業で構築した協力体制のもと、東京海洋大学が平成 20 年度より始めている大学院改

革プログラムでの海外インターンシップ制度を利用し、3 名の日本人大学院生がカセサート

大学およびタイの食品関連工場にて食品の流通と食品安全管理システムについて学ぶこと

が出来た。今回はカセサート大学のコーディネーターで水産学部長の Suriyan 先生に学生の

受け入れをしていただいた。 

 若手研究者の養成は、共同研究の実施による研究手技の指導や関連する知見の講義を通

して行われ着実に成果を上げつつある。また、拠点大学交流参加者が日本側大学院博士後

期課程への若手研究者受け入れを積極的に進めている。舞田はカセサート大学で養殖魚の

リスク管理について（参加者約５０名）、伊丹はプリンスオブソンクラ大学（ＰＳＵ）で

リアルタイムＬＡＭＰ法によるエビ類ウイルス病の高感度・迅速定量について、それぞ

れ特別講義を行い、タイの若手研究者、大学院学生の育成に寄与した。 

 日本側若手研究者の育成として、2008 年 4 月にタイにある東南アジア漁業開発センター

で開催された定置網漁業技術普及に関するセミナーに若手研究者 1 名を講師として派遣し、

漁場環境調査法についての講義、ならびに乗船調査による実際の測定と解析方法について

の指導を通じて国際研究活動の経験をした。 

 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、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。 

 4



 

７－４ 社会貢献 

 社会貢献内容は昨年までと同様なものがあるが以下に示した。まず始めに、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位がタイである。本拠点事業は、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、養殖現場へ還元可能な本交流事業における学術面での成

果が着実に得られている。また、社会的な問題になった養殖魚の安全性に関する問題につ

いても迅速に対応できる交流体制が構築されており、社会的貢献度は高いものと考えてい

る。 
 ラヨン郡において実施している日本の定置網技術導入の事業についてすでに２つの定置

網の操業が定着し、地元漁業者の収入向上に機能するとともに、沿岸域漁場を地元漁業者

が自分の庭として管理し、資源を持続的に利用するためのツールとして評価されてきた。

すでにタイ国内の各地より新たな技術移転に向けた申し出が始まっており、また東南アジ

ア漁業開発センターで開催された域内普及セミナーを通じてマレーシアからの申し出もあ

り、途上国の漁村振興と沿岸域管理のための技術として日本からの支援体制が期待される

に至っている。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本事業の共同研究は本事業の最終年度に向け順調に進んでいる。現在交流しているタイ

の参加機関と、本交流事業に参加している日本側研究者は、それぞれ非常に良好な関係に

あり、大きな問題点は見当たらない。両国の若手研究者の参加を得て更なる交流の発展が

期待される。その際に問題となるのは研究費の支弁であり、様々な外部資金獲得の努力が

必要である。 

 また、今後が本事業の成果を如何に社会に貢献出来る形にするかについて、より一層考

慮していく必要がある。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数   44 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  29 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  7 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

平成 20 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 20 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、

本事業の最終年度に向けた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 

 

８－２ セミナー 

 平成 20 年度本事業のセミナーとして、平成 20 年 10 月 25 日に東京海洋大学品川キャン

パスにて「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

開催した。以下に概要及びセミナーの成果を記載した。発表論文要旨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。 
 これまでに我々は本拠点事業により多くの研究成果を輩出して来ており、今後の本事業

の更なる飛躍を目指してセミナーを開催した。本セミナー参加者はタイ 53 名、日本 48 名、

インドネシア 4名および韓国 1名であった。セミナーでは各課題から 2〜4名の研究者がこ

れまでの共同研究について報告するとともに、今後の共同研究について紹介を行った。セ

ミナーを通して、タイと日本の研究者が情報交換を行い、これらの問題に共同して取り組

む対策を検討し、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出来

た。東京海洋大学学長および副学長ならびにカセサート大学水産学部長とグループリーダ

ーが会議を持ち、今後の共同研究や研究者交流について検討した。 

 

８－３ 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 10 月末に、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 20 年度の本事業

と研究者交流の総括を行った。次いで、平成 21 年度以降の本事業実施について詳細に協議

した。日本側コーディネーターは 3 月中旬にタイへ出張し、最終年度の本事業について最

終的な確認と、本事業終了後の共同研究の展開ならびに事業成果の社会への還元について

話し合った。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・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 タイ  合計 

日本 
実施計画  26/206  26/206 

実績 24/139  24/139 

タイ 
実施計画 48/499   48/499 

実績 49/545  49/545 

 
実施計画     

実績    

合計 
実施計画 48/499 26/206  74/705 

実績 49/545 24/139  73/684 

 

※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。） 

※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 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  0 ／ 0  （人／人日）   0 ／ 0  （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R-1 研究開始年度 平成 19 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）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 

（英文）Functional marine biotechnology 

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 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Anchalee TASSANAKAJON・チュラロンコン大学・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 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 

 

実施計画  5/35  5/35 

実績   3/12     3/12 

タイ 実施計画 14/162    14/162 

実績   14/141    14/141 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  14/162  5/35  19/197 

実績   14/141   3/12  17/153 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

共同研究における交流人数は上記のとおりである。プロジェクトリーダ

ーの廣野と TASSANAKAJON はジョイントセミナーの際に、平成 20 年

度の共同研究状況と研究成果について報告した。さらに、平成 21 年度

の共同研究について打ち合わせを行った。 
1. クルマエビ類遺伝子の大規模発現プロファイリング解析 
 クルマエビ類 cDNA マイクロアレイを用い、クルマエビ類に免疫賦活

剤を投与した場合の遺伝子発現プロファイリング解析を行い、多数の遺

伝子発現情報を得ることが出来た。  
ウシエビにイエローヘッドウイルスが感染した際に特異的に発現する

遺伝子を単離することに成功し、今後、本ウイルス感染症の診断や感染

防御法開発に有用な知見を得ることが出来た。本研究の一部は、タイに

てサンプリングを行い、日本にて解析を行ったもので、サンプリングお

よび解析ともに両国の研究者が、共同で行ったものである。 
2. クルマエビ類有用遺伝子の機能解析 
 クルマエビの生体防御関連遺伝子の機能解析を行うための RNA 干渉

法を 3 種類の抗微生物タンパク質（リゾチウム、ペナエイジン、クラス

チン）遺伝子に対して実施し、これら遺伝子の発現はクルマエビの生存

に重要であることを明らかにした。本研究の一部は、タイ研究者が日本

において実験を行ったものである。 
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3. ウシエビの性決定関連因子について 
 ウシエビの性決定あるいは性特異的に発現している遺伝子をクロー

ン化することに成功した。本研究のうち、遺伝子配列解析と一部の遺伝

子発現解析はタイ研究者が日本で行ったものである。 
4. イセエビの生体防御関連因子の構造解析 
 生体防御に関連すると思われる 4 種類（beta-defensin 4、Hepatopancreas 
kazal-type proteinase inhibitor、Hemocyte kazal-type proteinase inhibitor およ

びC-type lectinの因子の全長 cDNA構造を明らかにした。さらに、defensin
は 2 つのアイソフォームが見つかり、これらは脊椎動物タイプのもので

あった。この脊椎動物タイプが甲殻類にも存在することを世界で始めて

見つけた。しかし、これら defensin の発現は細菌感染との関係は認めら

れず、個体差の大きいことが明らかとなった。また、イセエビよりクロ

ーン化した Crustin は 4 タイプ見られ、これらは既知のロブスターCrustin
よりクルマエビ類の Crustin タイプに類似していた。さらに、これら

Crustin はタイプによって発現様式が異なることが明らかとなった。本研

究は、日本学術振興会枠による国費留学生により実施された研究であ

る。 
5. アワビの性決定関連因子について 
 アワビの性決定あるいは性特異的に発現している遺伝子をクローン

化することに成功した。本研究のうち、遺伝子配列解析と一部の遺伝子

発現解析はタイ研究者が日本で行ったものである。 
6. 海産魚類の遺伝子発現プロファイリング 
 海産魚としてクロマグロの遺伝子情報収集を目的とし、EST 解析を行

い、クロマグロの遺伝子配列情報を約 2,000 種類収集することが出来た。

7. タイにおける淡水魚遺伝資源の利用と保全に関する研究 
 これまでの研究成果を基に、さらに、詳細に遺伝分散や遺伝率を推定

することが出来た。さらに、メコン川に棲息する他の食用魚についても

遺伝学的に解析し、資源量推定等を行うことを可能とした。交配実験に

よる遺伝学的解析の精度を高めるために、親魚の数および解析する仔魚

の数を増やして実験を行った。 
 

日本側参加者数  

２６ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

５２ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R-2 研究開始年度 平成 19 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）持続的生産を目指した養殖技術開発に関する研究 

（英文）The study on development of new technology for sustainable 

aquaculture 

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 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Nontawith AREECHON・カセサート大学・准教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 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 

 

実施計画  7/49  7/49 

実績 9/53  9/53 

タイ 実施計画  12/120   12/120 

実績 13/167  13/167 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画  12/120  7/49   19/169 

実績 13/167 9/53  22/220 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

1. 2008 年に世界的に大きな社会的問題を引き起こしたメラミンが養魚

飼料からも検出されたことを受けて、メラミンの魚類に及ぼす影響を調

べた結果、メラミンとシアヌル酸を高濃度（ともに 100,000 ppm）で

飼料に添加した場合、魚類の腎臓にもメラミンシアヌレートの結晶が生

成すること、その他の臓器には著名な病変を示さないことを明らかにし

た。 
2. エビ類ウイルス病の高感度・迅速定量法の確立のため，リアルタイム

ＬＡＭＰ法を共同して開発した。本研究のうち、サンプリングは日本側

研究者がタイ国で行い、解析についてはタイ研究者が来日した際に実施

し、研究方法についての指導も行った。 
3. エビやウナギで残留が問題になったフラゾリドン代謝物 AOZ のエラ

イザ法による測定法について、抽出法の改変を行うとともに、データの

バリデーションを行い、エライザ法による AOZ のモニタリングを可能

にした。また、ウナギおよびティラピアにおける AOZ の体内動態と薬

物代謝関連酵素遺伝子の発現との関連性を明らかにした。本研究は、タ

イからの国費留学生が主として実施したものである。一部のサンプルは
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日本側研究者がタイ国で行い、解析についてはタイ研究者が来日した際

に実施し、研究方法についての指導も行った。 
4. グッピーの抗酸菌 Mycobacterium を LAMP 法で検出する方法を開発

した。本研究のうち、サンプリングは日本側研究者がタイ国で行い、解

析についてはタイ研究者が来日した際に実施し、研究方法についての指

導も行った。 
5. 新たに発生した観賞魚の疾病について、その原因がアメーバ症である

ことを明らかにした。本研究のうち、サンプリングは日本側研究者がタ

イ国で行い、解析についてはタイ研究者が来日した際に一部を実施し、

研究方法についての指導も行った。 
6. 日本で発生が認められていないエビ類の疾病の病原ウイルスの調

査を行い、防疫の必要性についての知見を得た。また、クルマエビ

のサイトカイン関連遺伝子の全鎖長の遺伝子をクローニングでき

た。本研究のうち、サンプリングの一部は日本側研究者がタイ国で行

い、一部はタイ研究者が来日の際に持参し、解析についてはタイ研究者

が来日した際に一部を実施し、研究方法についての指導も行った。 

7. 抗ウイルス作用を示す海洋バクテリアによるベータノダウィルス感染

症の制御を目的として、昨年度バンコク近郊の海水および海洋土壌から

分離したおよそ 240 株の海洋細菌について抗ウィルス作用のスクリー

ニングを行ったが、高い抗ウイルス作用を示す株は得られなかった。し

かし、天然化学物質である植物由来ポリフェノールのいくつかが抗ウイ

ルス効果を示すことを見いだした。本研究のうち、サンプリングの一部

は日本側研究者がタイ国で行い、一部はタイ研究者が来日の際に持参

し、解析についてはタイ研究者が来日した際に一部を実施し、研究方法

についての指導も行った。タイ国にて研究を実施し、その際には日本側

研究者がタイ国を訪問した際に計画方法等について相談を行った。 

日本側参加者数  

３８ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

４６ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R-3 研究開始年度 平成 19 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）熱帯水域における資源保護と管理 

（英文）Resource conservation and management in the tropical area 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）有元貴文・東京海洋大学・教授 

（英文）ARIMOTO Takafumi、 Tokyo University of Marine Science and 

Technology、 Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Monton ANONGPONYOSKUL・カセサート大学・准教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 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 

 

実施計画  8/80  8/80 

実績 6/46  6/46 

タイ 実施計画 10/100   10/100 

実績 10/108  10/108 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 10/100 8/80  18/180 

実績 10/108 6/46  16/154 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

 

漁業技術分野では以下の 3 項目の活動を実施した。以下の研究はそれぞ

れの項目に記載してある通り、両国の研究者がそれぞれの国を訪問した

際に行われたものである。 

1. 定置網漁業技術導入による沿岸域管理手法の確立に向けた活動を進

め、東南アジア漁業開発センターが域内加盟 11 カ国を対象として開催

した 2008 年 4 月のセミナーに日本側研究者を 2 名派遣して、タイ国で

の漁獲実績についての解析結果を公表するとともに、今後の各地での

技術移転を支援する形で漁場環境調査技術、並びに経営管理に関する

指導をおこなった。また、2009 年 3 月に同センターからの若手研究者

1 名を招聘して、富山県氷見市で操業技術に関する研修を含めた共同

研究を実施した。 

2. 集魚灯漁法、カニ籠漁法についてはカセサート大学並びにタイ国水産

研究所と共同して漁業インパクトの低減に向けた実証的研究を展開

し、2009 年 4 月に東南アジア漁業開発センターで開催されたワークシ

ョップに 1 名を派遣して、これまでの研究成果を講演発表し、今後の

東南アジア水域での研究の方向性を議論した。 

3. 2008 年 10 月に 7 名のタイ側研究者を招聘し、「東南アジア沿岸域にお
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ける生物資源の持続的利用」に関するワークショップにおいて、今後

の共同研究の在り方についての議論を行った。また、同時期に横浜で

開催された第 5 回世界水産学会議において、共同研究の成果を講演発

表した。 

 

資源生物分野では、以下の 3 項目の活動を行った。 

1. 頭足類の成長と繁殖に関する共同研究で 2 名のタイ側研究者を招聘

してこれまでの成果をとりまとめ、第 5 回世界水産学会議において講

演発表を行った。 

2. 甲殻類の成長と繁殖に関する共同研究の成果については成果とりま

とめの段階に入り、論文投稿による公表を進めた。 

3. 東南アジア漁業開発センターとチュンポーン水産研究所が共同で実

施している魚類・甲殻類資源回復計画について、昨年に実施された放

流効果判定のための技術指導のその後のフォローアップとして、ガザ

ミとスズキの種苗放流と保護型魚礁の効果判定に向けて標識放流によ

る再捕データを用いた研究を継続しており、メールによる指導を行っ

ている。 

 

この他に、2008 年 10 月のジョイントセミナーにおいて、プロジェクト

リーダーの有元と Anongponyoskul がこれまでの共同研究の状況と研究

成果について報告した。 

日本側参加者数  

２３ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

３９ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 

 

 13



 
整理番号 R-4 研究開始年度 平成 19 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）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 

（英文）Effective utilization of marine food resources and bio-active 

compounds 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）田中宗彦・東京海洋大学・教授 

（英文）TANAKA Munehiko・Tokyo University of Marine Science and 

Technology・Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

Wanchai WORAWATTANAMATEEKUL・カセサート大学・准教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 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 

 

実施計画  5/35  5/35 

実績 5/24  5/24 

タイ 実施計画 11/110   11/110 

実績 11/124  11/124 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 11/110 5/35  16/145 

実績 11/124 5/24  16/148 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

平成 20 年度計画に記載した 2 つの研究（1.冷凍魚介類の品質に及ぼす解

凍方法の影響、2. 冷凍魚肉の品質とガラス転移温度との関係）は、研究

進展の関係で 1 つの研究成果として記載した。また、計画には記載して

いなかったが、共同研究により魚類皮ゼラチンの有効利用に関する研究

について成果が得られたので記載した。 

1. 冷凍魚介類の品質に及ぼす解凍方法の影響とガラス転移温度との関

係に関する研究 

 小麦粉に対するボールミル処理が、小麦粉内デンプン、グルテンをガ

ラス化させ、さらには糊化温度に影響を及ぼすことを示したうえで、ボ

ールミル処理した小麦粉を用いたドウのフライにおける油吸収率の減

少とそのメカニズムを明らかにした。スピン共鳴 EPR を用いて、マグ

ロ魚肉内のメトミオグロビン含量の非破壊定量が可能であることを実

験的に明らかにした。また、魚筋肉内の低温下におけるガラス転移をエ

イジング、アニーリングといった手法を用い、本来の魚肉の凍結濃縮相

ガラス転移温度を決定し、文献値を整理した。冷凍スリミの熱力学的状

態を調べ、糖などの添加物含量によって変化するスリミのガラス転移温
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度の挙動を状態図として示した。高分子を含む水溶液からの氷結晶発生

は高分子内、高分子間相互作用が水分子の拡散に影響を及ぼして変化す

ることを示し、過冷却解消温度の予測手段を示した。マグロの低温保存

時におけるメト化反応速度の温度依存性に関して、調べ反応最終到達メ

ト化率が温度によって変化することを明らかにした。本研究の一部はタ

イ研究者が来日した際に実施したものである、解析手法等について、指

導も行った。 
2. 塩蔵魚卵製品の脂質酸化防止に関する研究 
タイの伝統的水産発酵食品である Mungoong の機能特性及び品質改

善方策について昨年度に引き続いて検討した。エビ内臓を利用する

Mungoong 調製時に flavourzyme を利用し、Mungoong の収量、各種

生化学的性質に及ぼす影響を明らかにした。本研究のサンプルについて

は、日本側研究者がタイを訪問した際に行い、解析の一部を日本で行っ

た。 
3. 水産加工残滓から各種酵素の抽出とその利用に関する研究 
未利用廃棄物の有効利用、未利用きのこ菌床の水産分野への有効利

用、タイ産海藻の抗酸化性物質の探索などについて明らかにし、外国雑

誌などに公表した。  
本研究では、エノキタケそれも食用にされない石付きの部分に極めて

強い抗酸化活性を有する物質が含まれていることを明らかにするとと

もにその物質の同定、さらには水産加工品への適用方法などについて検

討した。その結果、エノキタケには高度不飽和脂肪酸のエマルジョンの

脂質酸化を効果的に抑制する親水性物質の構造があることをほぼ明ら

かにした。また、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ことも明

らかにしている。 

本研究の一部はタイ研究者が来日際に、技術指導を行いながら実施し

たものである。 

4. 可食性すり身-エマルジョンフィルムの調製と性状改善に関する研究

 2007 年度までの研究で、スケトウダラ冷凍すり身を利用して開発され

た可食性フィルムの性状や利用方法に関して検討が行われた。本年度は

本フィルムの酸素透過性及び抗酸化能を測定し、脂質酸化の防止に役立

つ可能性を明らかにした。また、本フィルムを長期保存した際に生じる

黄色化について、そのメカニズムを検討した。 

5. 海洋生物資源に含まれる生理活性物質の検索・分離・精製 

 イカ内臓の有効利用の一形態として、内臓に含まれる消化酵素トリプ

シンの抽出とその性状について研究を実施した。まず、トリプシン抽出
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の最適条件を見出すため、塩とポリエチレングリコールの影響を検討し

た。抽出されたトリプシンは既存のものと比較してその酵素的・生化学

的性質に遜色がないことを明らかにした。 

6. 魚類皮ゼラチンの有効利用に関する研究 

 ツナ缶詰製造時などに大量に廃棄される魚類皮を有効利用する一つ

の方策として、本研究ではマグロ皮のゼラチンに注目した。ゼラチンの

最適抽出方法の確立、抽出されたゼラチンの各種性状、そして可食性フ

ィルムへの応用を検討した。 

 
日本側参加者数  

１８ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

２６ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 

セミナー名 

（和文）日本学術振興会拠点大学交流事業：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 
（英文）JSPS Core University Program: Innovative Technology for the 

Sustained Development of Fishery and Aquaculture- IV 
開催時期 平成 20 年 10 月 25 日（1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）東京海洋大学 品川キャンパス 
（英文）Tokyo University of Marine Science and Technology, 
Shinagawa Campus 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）廣野育生・東京海洋大学大学院・教授 

（英文）Ikuo HIRONO・Tokyo Univ. of Marine Science and 

Technology・Associate Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

参加者数 

① 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者      /   （  /  ）人/人日 45/480 

（45/480）

 人/人日

相手国側参加者        45/480  （45/480）人/人日 

(   ) 国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

② 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者            48 人 

61 人

相手国側参加者            8  人 

インドネシア 

韓国 

           4  人 

           1  人 

①と②の合計人数     106  人 

セミナー開催の目的

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。今後も増え続ける世界人口を養

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。我国は水産物消費大国であり、近年では多くを輸入

に頼っている。水産物輸入相手国としてタイは最も重要な国の一つ

である。すなわち、タイにとって我国は水産物輸出先として最も重

要な国の一つである。このような背景より、我国とタイの水産の研

究に従事する研究者は今後のさらなる水産学および水産業発展に

貢献するため、深く連携をとりながら、高度な技術と研究を駆使し
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ていく必要がある。これまでに、我々は本拠点事業により多くの研

究成果を輩出して来た。今後、さらなる研究並びに水産学教育の発

展のためには共同研究成果を発表し、意見交換を行い、新しい情報

を得る場となるセミナーの開催が不可欠である。これまでも両国間

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についてセミナーを開催して来た。本年度も引

き続き、新知見についての情報交換を行い、本事業の更なる飛躍を

目的とした。 

セミナーの成果 

本セミナーでは各研究グループから 3〜4 名の研究者がこれまでの

共同研究（グループ 1 から 4 題、グループ 2 から 4 題、グループ 3

から 2題、グループ 4から 3題）について報告（以下に講演者及び

講演タイトルを示した。）するとともに、今後の共同研究について

紹介を行った。セミナーを通して、タイと日本の研究者が情報交換

を行い、これらの問題に共同して取り組む対策を検討し、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出来た。

 東京海洋大学学長および副学長ならびにカセサート大学水産学

部長とグループリーダーが会議を持ち、今後の共同研究や研究者交

流について検討し、来年度で修了する本拠点事業の後も、両拠点大

学を中心とした研究並びに研究者・学生交流を続ける努力をするこ

とが確認された。さらにグループ単位での共同研究費の申請等も積

極的に行い、本事業の成果を埋もれさせることなく何らかの形で有

効利用出来るようにすることも確認された。 

1. Functional genomics studies of shrimp immunity 

Anchalee Tassanakajon (Shrimp Molecular Biology and Genomics 

Laboratory, Department of Biochemistry, Faculty of Science, 

Chulalongkorn University) 

2. Enhancement of Understanding of Aquatic Biodiversity in Thailand for 

Sustainability of Natural Resources and Aquaculture: Achievements of the 

Collaboration under JSPS Core University Program 

Uthairat Na-Nakorn (Faculty of Fisheries, Kasetsart University) 

3. The Conservation of Genetic Diversity of Bio-Resources in Mekong 

Basin 

Masamichi Nakajima (Graduate School of Agricultural Science, Tohoku 

 18



University) 

4. Recent advances of functional marine biotechnology 

Ikuo Hirono (Tokyo University of Marine Science and Technology) 

5. Rapid and real-time detection of shrimp viral diseases (WSSV, IHHNV, 

TSV and YHV) by real-time loop-mediated isothermal amplification 

assay 

Toshiaki Itami (Faculty of Agriculture, University of Miyazaki) 

6. Surveillance of Antimicrobial Susceptibility of Vibrio spp. and 

Streptococcus spp. obtained from Clinical Isolates 

Janenuj Wongtavatchai (Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn 

University) 

7. The Quality Revolution in Thai Shrimp Farming 

Lila Ruangpan (Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and 

Cooperatives, Thailand) 

8. Studies on two distinct effects, immune and stress responses, on 

probiotic-fed Nile tilapia Oreochromis niloticus. 

Takayuki Katagiri (Tokyo University of Marine Science and Technology) 

9. Resource conservation and management in the tropical area 

Monton Anongponyoskun (Kasetsart University) and Takafumi Arimoto 

(Tokyo University of Marine Science and Technology) 

10. Sustainable Use of Coastal Fisheries Resources in Southeast Asia 

Satoshi Ishikawa (Tokai University) and Takafumi Arimoto (Tokyo 

University of Marine Science and Technology) 

11. Biochemical and Sensory Changes of Soft Shell Mud Crab (Scylla 

serrata) during Chilled Storage 

Juta Mookdasanit (Faculty of Fisheries, Kasetsart University) 

12. Improvement of gel property of mackerel (Rastrelliger kanagurta) 

surimi by phenolic compounds and washing process 

Soottawat Benjakul (Faculty of Agro-Industry, Prince of Songkla 

University) 

13. Effective Utilization of Processing Byproducts and Waste 
Munehiko Tanaka (Tokyo University of Marine Science and Technology) 

セミナーの運営組織

日本側代表とタイ側代表による打ち合わせのもとに、東京海洋大学

の本プロジェクト参加教員および大学院学生によりセミナーは運

営された。 
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開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 懇親会費 金額 635,000 円（本学学長裁量経費より支出）

   要旨集代 金額 75,600 円（拠点経費） 
   昼食費  金額 94,000 円（拠点経費） 
   名刺代  金額 1,983 円（拠点経費） 
   謝金   金額 81,000 円（拠点経費） 

※アルバイト学生 6 名分 
相手国側 内容              金額 0 
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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                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 タイ  計 

日本 
実施計画  1/7  1/7 

実績 1/4  1/4 

タイ 実施計画 1/7   1/7 

実績 1/5  1/5 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 1/7 1/7  2/14 

実績 1/5 1/4  2/9 

②  国内での交流       0 人／0人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 ９，２８６，５００  

外国旅費 １１，５１４，５４３  

謝金 ８１，０００  

備品・消耗品購入費 ３，８１８，９２０  

その他経費 ３０８，２９３  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

５７０，７４４  

計 ２５，５８０，０００  

委託手数料 ２，５５８，０００  

合  計 ２８，１３８，０００  

 
 
 
 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 ４９４，２００ ２／２０ 

第２四半期 １，０３９，５３３ ４／３７ 

第３四半期 １６，４４１，４３３ ４６／４８９ 

第４四半期 ７，６０４，８３４ ２１／１３８ 

計 ２５，５８０，０００ ７３／６８４ 

 


