
 

拠点大学交流事業  

平成２１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       

（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） 

     

   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（10 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：松山 優治  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、宮崎大学、鹿児島大学、日本獣医生命科学大学、福山大学、水産大

学校、香川大学、京都大学、東海大学 

     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。） 

   （１）国（地域）名：タイ 
 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 
          （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、 
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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。我が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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 本事業では 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（下記の表を参照）、第 1、2 フェーズ終了時に研究進捗状況等を本事業内で評価し、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た。その際に研究

プロジェクトに修正変更を行い、 終目標に向かって進展している。平成 20 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との共著の論文を発表して来ており、研究交流活動

は順調に発展して来ている。初年度以外は毎年開催したセミナーあるいはシンポジウムの際には、

各プロジェクトリーダー会議を開催し、本事業を発展させるための議論を行って来た。さらに、

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、これまでに、

本事業参加研究者は積極的に学術会議等に参加し、研究成果を発表して来た。 

 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た。また、報告書の社会貢献の項目に記載したが、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。さらに、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、
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現在、タイ国政府が進めようとしている「Kitchen of the World: 世界の台所計画」等にも貢献して

いるものと考えている。 

 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出来た。 

 両国の多数の若手研究者の本事業に参加するようになり、次の世代の若い研究者間の交流も盛

んになって来ており両国間の水産学分野における更なる研究の発展が期待される。 

 

表 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 20 年度までの主な研究達成状況等を以下に示した。 
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 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作出に関する成果は国際科学誌(J. Experimental Zoology)に評
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価され、表紙を飾った。クルマエビ類の遺伝子機能解析法として RNA 干渉法が簡便に利用出来

ることを明らかにし、技術を確立した。このことにより、種々の免疫関連遺伝子の生体内での機

能について解明することが出来た。 
 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

析を行った。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。クルマエビ類においては、性決定関連因子と肉質に重要な

筋肉タンパク質の研究に着手した。 
 メコン川における淡水魚類の遺伝的多様性の評価、多様性を保全するための放流用種苗の選択

交配法の開発、メコンオオナマズにおける遺伝的パラメータの推定等を行うことが出来た。さら

に、DNA マーカーによる水産重要種における有用形質選抜法を開発した。 
 
1-2.  持続的生産を目指した養殖技術開発に関する研究 

 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の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。 
 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。 
 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。 
 
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、タイ国の一部地

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。 
 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た。 
 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
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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り、引き続き共同研究及び新技術の指導を行

った。 
 
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

より抽出した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。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。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。本年度で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。さらに、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 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、成果が得られつつある。 

 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。さ

らに、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。 
 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、トリプシン抽出の 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。 

 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 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２１年度研究交流目標 
 平成 21 年度は本事業の 終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し、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、本事業をまとめる。両国間の水産学の共同研究がさら

に発展し、さらには若手研究者が両国間の水産学を理解し、互いに協力して水産学発展に寄与で

きるように若手研究者の交流と国際経験を得られる機会を設ける。機会としては、若手研究者の

招聘・派遣時をこれに充てる。さらに、基礎的な水産学のみならず、両国間の共同研究の成果が、

成果を単なる業績による評価のみならず、他の指標でも評価出来るようにするためのシステム構

築を検討する。以上のようなことを今年度の目標とする。 

 
８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 
平成 21 年度は本事業の 終年度であることから、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し、これまでの共同研究成果をまとめるとともに、両国の

水産学分野におけるさらなる共同研究の発展と、その成果の社会への貢献を目指し、新たなる共

同研究の展開を視野に入れ進める。 

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 Anongponyoskun（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：大島敏明（東京海洋大学） 

 タイ側リーダー：Wanchai Worawattanamateekul （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。本研究グループでは、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 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って来ており、H21 年度は 終年度であることから、これま
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での共同研究成果をまとめることと、さらなる共同研究の発展のために本研究グループでは 3 つ

の主要な研究（1：クルマエビ類の生体防御関連遺伝子の構造および機能解析、2：魚介類有用遺

伝子に関する研究、3：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）を展開する。以

下に、それぞれの研究の概要を示した。クルマエビ類の生体防御関連遺伝子の構造および機能解

析は、エビ類の持続的養殖生産のための耐病性エビの選抜技術の開発を目的として、クルマエビ

ゲノムに存在している病原ウイルス遺伝子ホモログについて RNA 干渉法により機能阻害を行い、

病原ウイルス感染あるいは発症との関係を明らかにする。また、クルマエビ血中に棲息する細菌

のクルマエビ生体防御との関係を解明する。 

 魚介類有用遺伝子に関する研究では新規食資源としての魚介類の創出ならびに資源保全と有効

利用に関する研究基盤の確立を行うことを目標とし、 終年度である H21 年度はこれまでに解析

して来た魚介類（ヒラメ、マダイ、ブリ、クルマエビ類）に加え、タイでも多く漁獲され重要な

水産対象種であるブリも研究対象種に加え、昨年度からの続きとなる、魚介類の健康診断マーカ

ーとなる分子を特定することを中心に研究を展開する。また、両国で重要な水産対象種であるア

ワビおよびエビ類の育種に重要となる性決定関連因子や、その他の重要な生理関連因子ならびに

肉質に重要なミオシン等の筋肉タンパク質についても分子生物学的アプローチにより解析する。

さらに、DNA マーカーによる有用品種選抜育種技術開発についても引き続き実施する。 

 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では、タイ国における食資源魚の資源

保全と有効利用に関する研究基盤の確立を行うことを目的とし、これまで、タイにおいて採集(漁

獲)禁止となっているメコンオオナマズを食料資源として維持するために、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の遺伝学的な解析を行って来た。自然集団における遺

伝的多様性評価は長期間におけるモニタリングが必要であり、さらに、メコン川流域の開発計画

が進行している現在、モニタリングの継続は不可欠であることから、引き続き、モニタリングお

よびその解析を実施する。また、これまでの研究で開発して来た技術の確認のための解析を中心

として実施し、 終年度としてこれまでの共同研究成果をまとめるのに必要な研究を精査し、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 

 食品の安全性確保に対する要求は、世界的に大きな流れとなっており、アメリカ、EU、日本を

はじめとする食品輸入国は、様々な食品の基準を定め、それに合致することのみならず、生産か

ら流通の各段階で適切な管理を行うことを要求するようになってきている。養殖魚介類のリスク

として、これまで、水産用医薬品の残留が管理すべき重要な危害として認識され、そのリスク管

理手法として、適切な水産用医薬品の使用と残留検査の実施が行われてきたところである。しか

し、ニトロフラン類やマラカイトグリーンなどの使用禁止薬剤の使用は後を絶たず、現在、世界

的に大きな問題を引き起こしている。また、重金属や PCB などの環境汚染物質、農薬などの残留

も養殖魚介類について残留規制が拡大されてきている。このため、養殖魚介類の生産国において

は、これらのリスク管理を生産段階から適切に行うことが必要になっている。適切なリスク管理

は、水産用医薬品の使用につながる疾病の発生を制御することは言うまでもなく、各化学物質の

養殖対象魚介類における吸収・排泄・残留などのデータを収集し、薬物動態学的解析を行うこと

など科学的知見に基づいて行う必要がある。本年度は、以上の背景を踏まえ、昨年度に引き続き

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、
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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に加え、c)化学物質

の養殖魚介類に対するリスク評価を主要テーマとして設定し、以下の研究課題を中心に共同研究

を実施する。これらの課題について、日本とタイの研究交流を進めることによって、安全な養殖

魚介類を世界市場へ供給する体制を確立することに寄与する。また、日・タイの交流は、この分

野において、タイが周辺東南アジア各国に対して指導的立場にあることから、東南アジア地域全

体の品質管理向上に寄与できる。 
 

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が、実際には漁獲努力量の適正配

分とはならず、過剰漁獲に陥る。しかし、まだ種々の問題が山積しているのが現状である。 
このような漁業と水産資源の状況は東南アジア全域に見られるものであり、熱帯水域における

漁業の特性を理解し、漁業が海の環境や資源に与える状況を明らかにし、その影響を 小化する

ための技術開発が要求されている。東南アジア漁業開発センターでは平成 21 年 1 月に域内 11 カ

国を対象にした専門家会議を開催し、ここに日本側研究者がアドバイザーとして参加し、日本の

資源管理と回復に向けた方策を伝えるとともに、各種漁業についての今後の技術的方策を考える

ために日本からの専門家派遣によって対応をすることを提案した。具体的には定置網、底引網、

巻き網、カニ籠、そして集魚灯漁法を取り上げ、これまでの研究成果を踏まえつつ、新たに日本

側研究者の参加を促して、混獲投棄やゴーストフィッシングの問題解決、資源量推定に基づいた

適正漁獲の方法論の提案といった内容を共同研究として取りまとめ、12 月と 3 月に開催されるセ

ミナーにおいて漁業種別、生物種別に分科会を設置して、問題意識の共有と技術的解決に向けた

意見交換を行うものである。特に、タイ側・日本側双方ともに若手研究者の参加を促し、次の時

代の研究を担う人材養成に進めるものとする。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。 
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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。2009 年度は本プロジェクトの 終年であることを考慮し、これら

研究のうちで解決できそうなテーマ、社会的な貢献が重要であるテーマに優先順位をつけて選択

することが不可欠である。具体的には、①水産加工残滓を利用した可食性包装材作成の確立、②

水産加工残滓を用いた発酵食品の開発、③各種キノコ未利用部による魚肉の脂質酸化防止剤の検

索、④冷凍魚介類のフリーズバーンの防止対策の確立、⑤水産未利用資源に存在する生理活性物

質の抽出と精製が挙げられる。 

 

８－２ セミナー 
 平成 21 年度は 終年度であることからタイと日本でそれぞれセミナーを開催し、本事業におけ

る共同研究の成果をまとめる予定である。タイではバンコクにて開催する予定で、セミナータイ

トルは「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-V」とし、これ

までの研究成果をまとめたものを発表する形で実施する。日程は平成 21 年 12 月上旬とし、開催

場所はカセサート大学バンコクキャンパスを予定している。日本での開催は 2 月末に開催予定で、

セミナータイトルは「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

-VI」とし、本事業共同研究の総まとめとして、各研究グループから 3〜4 名が、グループ内の共

同研究成果をまとめて発表する形式で行う。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共同研究の状況とま

とめについて話し合うとともに、今後の共同研究の実施および支援体制について検討する。また、

昨年度と同様に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終了後における両国

間の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、出来るだけ多くの日本

への留学希望者に対して面接を行い、両国間の水産学について説明し教育するとともに、将来、

両国間における水産学発展に寄与出来る人材の発掘を行う。また、留学希望者のみならず、両国

において水産学を学ぶ若手研究者や大学院学生に対して講義を行い、これから水産学を担う若手

人材育成に努める。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

  タイ  

<人／人日>

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

<人／人日>

 

<人／人日>

 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 

48/332 

（1/3） 
0/0   

48/332

（1/3）

タイ 

<人／人日> 
37/342  0/0   37/342

インドネシア 

<人／人日> 
0/0 1/10    1/10 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 37/342 
49/342 

（1/3） 
0/0   

86/684

（1/3）

 

※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。） 

※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 国内での交流計画 

  0／0  <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

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 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Anchalee TASSANAKAJON・チュラロンコン大学・教授 

交流予定人数 

（※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 

〈人／人日〉 

 13/78  13/78 

タイ 

〈人／人日〉 

10/95   10/95 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

10/95 13/78  23/173 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計

画及び期待さ

れる成果 

本研究グループでは、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 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情報

蓄積と技術開発を目的とし、以下の共同研究を実施する。 

1. クルマエビ類の生体防御関連遺伝子の構造および機能解析 

耐病性エビの選抜技術の開発を目的として、クルマエビゲノムに存在してい

る病原ウイルス遺伝子ホモログについて RNA 干渉法により機能阻害を行い、

病原ウイルス感染あるいは発症との関係を明らかにする。ウイルス感染ある

いは発症との関係がみられた遺伝子については、タンパク質レベルでの機能

について明らかにする。クルマエビ血中に棲息する細菌を特定するとともに、

この細菌のクルマエビ生体防御との関係を解明する。 

 本研究で開発予定の技術は、エビ類の持続的養殖生産を可能とし、将来的
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には安全でしかも高品質な食資源魚介類の増産につながるものと思われる。 

2. 魚介類有用遺伝子に関する研究 

 終年度である H21 年度はこれまでに解析して来た魚介類（ヒラメ、マダ

イ、ブリ、クルマエビ類）に加え、タイでも多く漁獲され重要な水産対象種

であるブリの各種臓器で発現している遺伝子の配列情報解析を行い、その配

列情報を基に作製したマイクロアレイを用い、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ための大規模遺伝子発現プロファイリン

グを実施するとともに、昨年度からの続きとなる、魚介類の健康診断マーカ

ーとなる分子を特定することを中心に研究を展開し、本研究成果をまとめる。

また、両国で重要な水産対象種であるアワビおよびエビ類の育種に重要とな

る性決定関連因子や、その他の重要な生理関連因子ならびに肉質に重要なミ

オシン等の筋肉タンパク質についても分子生物学的アプローチにより解析す

る。さらに、DNA マーカーによる有用品種選抜育種技術開発についても引き

続き実施する。 

 本研究を実施することにより、新規食資源としての魚介類の創出ならびに

資源保全と有効利用に関する研究基盤の確立を行うことにより、今後、安定

に食資源魚介類を供給するための技術開発が可能となる。 

3. 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、タイにおいて採集(漁獲)禁止となっているメコンオオナマズを食

料資源として維持するために、人工繁殖集団を育成すると共に完全養殖用の

系統を育成のための遺伝学的な解析を行って来た。自然集団における遺伝的

多様性評価は長期間におけるモニタリングが必要である。さらに、メコン川

流域の開発計画が進行している現在、モニタリングの継続は不可欠である。

そこで、今年度は、これまでの研究で開発して来た多様性を保全するための

放流用種苗の選択交配法の確認、メコン大ナマズの遺伝的パラメーターの確

認のための解析を中心として実施し、 終年度としてこれまでの共同研究成

果をまとめるのに必要な研究を精査し、実施する。 
 本研究を実施することにより、タイ国における食資源魚の資源保全と有効

利用に関する研究基盤の確立を行うことが可能となる。 
日本側参加者数  

２８ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ タイ  ）国（地域）側参加者数 

５２ 名 （１３－２（タイ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）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 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Nontawith AREECHON・カセサート大学・准教授 

交流予定人数 

（※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 

〈人／人日〉 

 17/102  17/102 

タイ 

〈人／人日〉 

8/77   8/77 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

8/77 17/102  25/179 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計

画及び期待さ

れる成果 

食品の安全性確保に対する要求は、世界的に大きな流れとなっており、アメ

リカ、EU、日本をはじめとする食品輸入国は、様々な食品の基準を定め、そ

れに合致することのみならず、生産から流通の各段階で適切な管理を行うこ

とを要求するようになってきている。本年度はこのような背景を踏まえ、さ

らに、本研究グループの目的である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ために、昨年度に引き続き 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に加え、c)

化学物質の養殖魚介類に対するリスク評価を主要テーマとして設定し、以下

の研究課題を中心に共同研究を実施する。 
1. おもに甲殻類の病原微生物感染症に対する迅速診断法の研究開発を行う。

タイの主要な養殖対象種であるエビの疾病制御は重要な課題であり、魚介類

感染症の分子生物学的手法を用いた迅速診断法を確立することで、疾病の早

期発見につとめ、医薬品に依存しない疾病制御に寄与することができる。 

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を行う。本研究

テーマは、魚介類の種苗生産段階で世界的な問題となっているノダウィルス
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感染症を制御可能な様々な抗ウィルス因子を探索し、その効果を確認すると

いうものである。本研究の成果は、医薬品に依存しない疾病制御および対処

法の確立されていないウィルス感染症への対処法を確立することに寄与する

ことが期待される。 

3. これまでの共同研究で、タイの養殖環境中で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に関する研究をさらに推進す

る。本研究は医薬品に依存しない疾病制御法の一つとして、プロバイオティ

クスによる抗病性向上を目的としたものであり、安全性の高い養殖生産物の

生産に寄与することができる。 

4. 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

発を実施する。養殖用水の殺菌は疾病制御の第一歩であり、我が国で成功し

ている技術をタイの養殖場へ移転する際に必要な技術的問題を明らかにし、

それを解決することで養殖場の衛星管理を含めた適正な管理技術向上につな

がることが期待される。 

5. 環境低負荷な養殖魚用自発摂餌装置の研究開発を行う。持続的養殖生産に

は、飼料効率の向上や抗病性向上によるコスト低減が重要な課題であるが、

それを解決する技術として自発摂餌が注目されており、タイへの技術移転が

期待されている。本技術の開発は持続可能な養殖生産の推進のみならず、環

境負荷低減への効果も期待される。 

6.  養殖生産物のリスク管理技術の情報交換およびマラカイトグリーン等リ

スクのモニタリング手法の開発および飼料中に含有されるメラミンの魚介類

に対する毒性評価を行う。マラカイトグリーンやメラミンの養殖魚介類への残

留は世界的規模で問題となった食品安全上の問題であり、その科学的根拠に基

づく安全性確保に寄与することが期待される。 

7. ワクチンの有効性評価および効果的な使用方法に関する研究を行う。養殖

魚介類の疾病予防のため、ワクチンの開発は重要な位置を占めている。しか

し、抗体価の上昇がみられないにもかかわらずワクチンが有効性を発揮する

事例が多くみられ、ワクチンの有効性評価に支障を来すことが多い。これを

解決するために抗体価に代わる有効性評価法の確立を行う。本研究の成果は、

新たなワクチン開発を助ける技術になると同時に、効果的な使用方法を検討

する上でも重要なツールとなることが期待される。 

日本側参加者数  

４２ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ タイ ）国（地域）側参加者数 

４８ 名 （１３－２（ タイ ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）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 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Monton ANONGPONYOSKUN・カセサート大学・准教授 

交流予定人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カッ

コ書きで記入の

こと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本   タイ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉  〈人／人日〉  〈人／人日〉 

日本 

〈人／人日〉 

 10/100 0/0 10/100 

タイ 

〈人／人日〉 

8/73  0/0 8/73 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

〈人／人日〉 

0/0    1/10  1/10 

合計 

〈人／人日〉 

8/73   11/110 0/0 19/183 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計

画及び期待さ

れる成果 

カセサート大学、東南アジア漁業開発センター、並びにタイ国水産研究所と

共同で実施してきたこれまでの研究成果をとりまとめ、特に漁業が沿岸域資

源に及ぼす影響を 小化し、持続的な漁業を確立するための方策について提

言を行う。このために、以下の漁業技術分野と資源生物分野のそれぞれでタ

イ側研究者を日本へ招聘して共同研究と成果とりまとめを行うとともに、12

月並びに 3 月のセミナーにおいて漁業種類別、生物種別に意見交換の機会を

設けて、全体のとりまとめをおこなう。 

1. 漁業技術分野：熱帯水域の沿岸域管理手法の確立として、定置網漁業、底

引網漁業、巻き網漁業、カニ籠漁業、そして集魚灯漁業を取り上げ、混獲や

ゴーストフィッシングの実態、そして環境への影響を明らかにし、これらの

解決に向けた技術手法、そして漁業規制の整備や漁業経営のあり方までを含

めて検討する。 

 本共同研究を実施することにより、熱帯水域における漁業の特性を理解し、

漁業が海の環境や資源に与える状況を明らかにし、その影響を 小化するた

めの技術開発へとつながる成果が期待される。 

2. 資源生物分野：沿岸水産資源の回復に向けて、魚類・甲殻類・頭足類の

成長と繁殖に関する研究をとりまとめ、今後さらに進め、担当者受け入れに
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よる研究の深化を図るとともに、現在タイ国南部で実施されている幼稚魚種

苗放流と保護型魚礁といった日本の栽培漁業の技術、そして資源量推定や資

源回復のための技術について方法論の移転を行う。 

 本共同研究を実施することにより、タイ国が日本へ輸出している魚類・甲

殻類・頭足類の生態について理解することが可能となり、漁業資源の枯渇を

防ぎ、有効利用するための基盤技術・規則を構築することが可能となる。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ことが出来、持続的水産業の推

進、さらには持続的な食料供給へつながることが期待される。 

日本側参加者数  

２７ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ タイ ）国（地域）側参加者数 

４４ 名 （１３－２（ タイ ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ）国（地域）側参加者数 

１ 名 （１３－３（ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ）国側「参加研究者リスト」を参照）
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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）大島敏明・東京海洋大学・教授 

（英文）OSHIMA Toshiaki・Tokyo University of Marine Science and Technology・

Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

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

交流予定人数 

（※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 

〈人／人日〉 

 6/42  6/42 

タイ 

〈人／人日〉 

10/90        10/90 

 

〈人／人日〉 

    

合計 

〈人／人日〉 

  10/90 6/42  16/132 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計

画及び期待さ

れる成果 

世界の漁獲生産量は 2000 年に１億４千万トンを超えてから、ほとんど頭打

ち状態である。その中で、過剰漁獲されている資源は７０％に達し、世界人

口の増加速度を考慮すると、食糧資源としての水産物はいずれ枯渇すると予

想される。また、世界の漁獲量の 30%は漁獲現場で by-catch のために投棄さ

れるか、鮮度管理不備のために腐らせて利用されていないという。本問題を

解決するには、未利用資源の開発・有効利用、廃棄されている水産資源の再

利用や有効利用が不可欠である。本プロジェクトでは、このような世界的問

題の解決の一助となるべく共同研究を実施している。2009 年度は特に以下の

テーマに研究を集中して、できるだけ多くの成果を挙げる計画である。 
1. 水産加工残滓を利用した可食性包装材作成の確立 

 水産加工残滓特に本研究では多量に廃棄されているサメ皮に注目し、それ

から得られるゼラチンを利用した可食性フィルムの性状改善と利用について

検討する。サメ皮からの 適抽出条件はこれまでの本プロジェクトの成果と

して確立している。そこで得られたゼラチンフィルムの性状を明らかにし、

より地球に優しい包装材料とするために必要な性状改善について研究する。

フィルムの性状としては、フィルム強度強化のほかに水蒸気あるいは水分透

過性をいかに低下させるかが大きな課題である。トランスグルタミナーゼの

利用を考えている。 

 本研究で開発予定の技術は、陸上動物由来コラーゲンの代替原料としてサ

メ皮を用いるものであり、BSE 問題および宗教的な問題による限界を打破する

ことが期待できる。 
2. 水産加工残滓を用いた発酵食品の開発 
 未利用資源あるいは水産加工残滓を利用した水産発酵食品の開発も重要で
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ある。具体的な製品としては、魚醤油、魚味噌である。これまでの研究で、

原料、水、麹、塩などの至適配合割合は確立しているので、いよいよ商品価

値の高い製品製造に向かって努力する。これら製品の品質改善、賞味期限な

どについての検討が不可欠である。なお、時間的余裕があった場合には、水

産廃棄物特に内臓部に多量に含まれる各種酵素の利用についても昨年度の研

究を継続する。 
 本研究で開発予定の技術は、東南アジア諸国で漁獲量の多い小型魚類の有

効利用に端緒を開くものであり、資源の持続性のある有効利用が期待できる。

3. 各種キノコ未利用部による魚肉の脂質酸化防止剤の検索 

 通常人工栽培されて食卓に供されているキノコたとえばエノキダケは、可

食部ばかりでなく不可食の石付きの部分にも極めて強い抗酸化性物質が含ま

れていることをこれまでの研究で明らかにしている。これら天然の抗酸化性

物質を効率よく抽出して、魚肉をはじめとした脂質酸化を受けやすく、かつ

酸化により品質低下が生じやすい食品への応用を検討する。魚肉などの表面

に塗布するなどの方法の他に、養殖魚の飼料に添加するなどの方法が考えら

れる。また、キノコ以外に海藻類にも同様の抗酸化物質が存在するので、こ

れらについても検討する。 

 本研究で開発予定の技術は、養殖魚の品質向上に寄与するだけではなく、

流通過程における品質低下を抑制し、消費者に健全な魚類を供給できること

が期待される。 

4. 冷凍魚介類のフリーズバーンの防止対策の確立 
 漁獲後の鮮度低下すなわち品質劣化が極めて速やかである水産物の長期貯

蔵には冷凍するしか方法がない。しかし、冷凍魚も保存中に少しずつゆっく

りと品質が低下する問題がある。特に、フリーズバーンと呼ばれる現象は深

刻であり、タイのような気温が高く、冷凍技術が改良途上であると起りやす

い。本現象の原因は冷凍中に水分の蒸発が生じ、それに伴って魚肉表面の色

調が劣化することにある。本プロジェクトではガラス転移温度との関連も含

めて本現象の防止策について検討してきた。2009 年度は冷凍水産物のフリー

ズバーン防止策を経済面も含めて考察し、確立する。 
 本研究で開発予定の技術は、冷凍魚介類の流通過程における品質の低下を

未然に防止し、製品の付加価値を高く維持できることが期待される。 
5. 水産未利用資源に存在する生理活性物質の抽出と精製 
 熱帯海域における貝類の毒化とその原因の解明は極めて重要なテーマであ

るが、タイ湾などにおける研究でドウモイ酸が毒化の原因で、それを生成し

ているのが Spondylus 属の珪藻であることをこれまでの研究で明らかにして

いる。本年度は本珪藻の発生防止・駆除について検討する必要があろう。ま

た、各種未利用資源および水産加工品に含有され、利用されていない生理活

性物質を抽出・精製・同定して、医療も含めた面で利用する方法を検討する

必要があろう。 
 本研究により各種未利用資源および水産加工品に含有され、利用されてい

ない生理活性物質を抽出・精製・同定することにより、生理活性物質を医療

も含めた面で利用する可能性が期待できる。 
日本側参加者数  

１７ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ タイ ）国（地域）側参加者数 

２６ 名 （１３－２（ タイ ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）国側「参加研究者リスト」を参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施する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-V 
（英文）JSPS Core University Program         

Productivity techniques and effective utilization of aquatic animal resources 

to the new century-V 
開催時期 平成 21 年 12 月 7 日 ～ 平成 21 年 12 月 9 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ、バンコク、カセサート大学バンコクキャンパス 
（英文）Thailand、 Bangkok、 Kasetsart University、 Bangkok 
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、教授 
（英文）Ikuo Hirono、 Tokyo University of Marine Science and 
Technology、 Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合)

Suriyan TUNKIJJANUKIJ・Kasetsart University・Faculty of Fisheries、 Dean

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
( タイ ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 
B. ４５／３１４

C. １／３

 
タイ 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. ９３／２７９

 
インドネシア 

<人／人日> 

A. 
B. １／１０

C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 
B. ４６／３２４

C. ９４／２８２

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しないで

ください。） 
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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 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 も重要な国の一つである。

このような背景により、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ており、今

年度は 終年度であることから、これまでの共同研究成果を発表する

場を設け、今後、さらなる共同研究ならびに水産学教育の発展のため

に意見交換を行い、新しい情報を得る場となることを目的とし、開催

する。 
期待される成果 これまでの両国間の共同研究により、分子生物学的アプローチによる

海洋生物の特徴的な生理・免疫機構やゲノム構造の解明、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、魚介類の感染症の診断・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、水産食品の安

全流通管理システム研究について優れた成果が輩出されて来ており、

本セミナーを開催し、情報交換や意見交換をすることにより、日本と

タイの水産学における研究が更なる発展をすることが期待される。ま

た、本セミナーを公開で発表することは関連する研究者のみならず、

学生や企業関連の者にも多くの情報を提供することになることから社

会貢献にも繋がるものと考えている。 

セミナーの運営組織 日本側とタイ側代表者において、セミナー運営について討議し、実際

の運営はカセサート大学水産学部において行う。プログラム作成にお

いては各研究グループリーダーにより行う。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

日本側 内容              金額      0 円 
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概算額 （タイ）国（地域）側 内容    会議費       金額 450、000 円 
 
                合計 450、000 円 

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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整理番号 S－2 
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-VI 
（英文）JSPS Core University Program         

Productivity techniques and effective utilization of aquatic animal resources 

to the new century-VI 
開催時期 平成 22 年 2 月 27 日 ～ 平成 22 年 2 月 28 日（2 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、教授 
（英文）Ikuo Hirono、 Tokyo University of Marine Science and 
Technology、 Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合)

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
( 日本 ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. ３５／７０

 
タイ 

<人／人日> 

A. 
B. ３２／２９６

C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 
B. ３５／７０

C. ３２／２９６

 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計しないで

ください。） 
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セミナー開催の目的 本事業の共同研究成果をまとめ、その成果を公開することにより、よ

り多くの者に本事業の成果を理解していただくことと、タイ国との水

産学における共同研究がさらに発展することを目的として開催する。 

また、タイ拠点事業に参加している鹿児島大学および北海道大学は拠

点事業によりそれぞれフィリピンおよび韓国と水産学における共同研

究を実施して来ていることから、鹿児島大学及び北海道大学から拠点

事業についての講演をしていただき、本学が実施して来たインドネシ

アとの水産学における拠点事業の成果についても情報提供を行い、我

が国を中心とした水産学発展についても議論する場を設ける。 
期待される成果 本事業の 後のセミナーにあたることと、本セミナーを日本で開催す

ることから、我が国の水産学に携わる研究者がタイ国との水産学に関

する共同研究の成果を共有することにつながり、さらに、セミナーは

公開で実施する予定であることから、民間研究者に対しても本事業の

成果を供する機会を作る機会となり、大学等の研究機関のみならず、

広く、両国間の水産学発展に寄与出来ると考えられる。さらに、目的

との水産学における共同研究の状況についても情報提供が予定されて

いることから、広くアジアにおける水産学研究について意見交換する

場が出来、水産学の発展に寄与すると考えられる。 

セミナーの運営組織 日本側とタイ側代表者において、セミナー運営について討議し、実際

の運営は本学において行う。プログラム作成においては各研究グルー

プリーダーにより行う。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容    会議費       金額 250、000 円 
      要旨集印刷費       300、000 円 
      その他          100、000 円 
                合計 650、000 円 

（タイ）国（地域）側 内容              金額          0 円 
 

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
計 

日本 

<人／人日> 

 2/10  2/10 

タイ 

<人／人日> 

1/7   1/7 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

1/7 2/10  3/17 

②  国内での交流       0 人／0人日 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 ７，２２４，９２０

国内旅費、外国旅費
の合計は、研究交流
経費の５０％以上
であること。 

外国旅費 １５，７９２，０００

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 １，２９３，０１０  

その他経費 ７５０，０７０  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

５２０，０００  

計 ２５，５８０，０００
研究交流経費配分
額以内であること 

委託手数料 ２，５５８，０００

研究交流経費の１
０％を上限とし、必
要な額であること。
また、消費税額は内
額とする。 

合  計 ２８，１３８，０００  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数〈人／人日〉

第１四半期 ３７４，２８０ １／１０ 

第２四半期 ２，０９０，４４０ ７／５４ 

第３四半期 １１，３９７，５２０ ４７／３３１ 

第４四半期 １１，７１７，７６０ ３１／２８９ 

合計 ２５，５８０，０００ ８６／６８４ 

 


