
 

拠点大学交流事業  

平成２１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．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）  
 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（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：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 

     （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 

様式８ 
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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

よる養殖生産量の増加、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

による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２１年度研究交流目標 
 平成 21 年度は本事業の最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

度の目標とした。 

 

７．平成２１年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 昨年度に引き続き、拠点大学交流参加者が、タイ側拠点校のカセサート大学のみならず、

プリンスオブソンクラ大学、タクシン大学、ソンクラ沿岸水産研究開発センター、チュラ

ロンコン大学、ワライラック大学、サムサコーン沿岸水産研究開発センターなどの研究機

関とそれぞれ研究協力体制を幅広く構築することができた。特に、今年度は若手研究者の
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交流に力を入れたことで、今後の研究協力の上でも機能的な研究体制を構築することがで

きた。 
 これまでの 10年間でタイ国との良好な学術交流体制及び研究協力体制の基礎は確立でき

たと考えている。両国コーディネーターによる会談では、今後もこの 10 年間の交流を無駄

にしないよう、互いに更なる交流の発展のため努力する必要があるという意見を交わした。 
 12 月にタイでセミナーを開催した際には、本学の事務職員 3 名が本学の経費にて同行し、

セミナー終了後に日本側コーディネーター等とともに、カセサート大学、マヒドン大学お

よびチュラロンコン大学の国際交流事務担当者等と会談し、互いの国際交流状況や、本事

業の交流について意見交換し、事務局レベルでの協力体制の構築に繋げることが出来た。 
 

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。また、発表される成果論文は国際的な学

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 4 項目（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. 魚介類のワクチン開発研究、3. 魚介類有用遺伝子に関する研究、4. 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。本研究により、養殖魚介類増産のための育種技術開発、新規食資源としての魚介類

の創出ならびに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に

貢献できたと考えられる。また、研究成果の一部を国際的な学術誌に発表したところ、注

目される論文 25 選に選ばれたものがあった。さらに、日本政府奨学金にて本学大学院を修

了したタイからの留学生が在学中に筆頭著者として日本水産学会の学術誌である Fisheries 

Scienceに 2004年に発表した論文が過去 5年間に最も引用された論文に与えられる論文賞を

受賞した。 

グループ 2 

 本グループでは以下の 6 項目（１．メラミンの魚類に及ぼす影響に関する生理生化学的

研究、2. エビ類ウイルス病の防疫対策に関する研究ならびに二枚貝のノロウイルス対策に

関する研究、3. クルマエビ類の未知病原ウイルスに関する疫学的調査研究、4. 観賞魚の

アメーバ症の防除法と抗菌剤による治療に関する研究、5. 病原ウイルスの迅速診断技術の

改良に関する研究、6.  ポリフェノールの抗ウイルス作用）について共同研究及び研究者

交流を実施した。これらの共同研究の成果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構築のために貢献できる成果である。 
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. 漁業技術の理論と実際を大学生に指導する際の実習内容と方法について協議、

3. 漁業インパクトの低減に向けた研究者ネットワーク構築のための情報交換、4. 甲殻類の

成長と繁殖に関する共同研究、特にノコギリガザミの資源管理手法に関する研究、5. 生物
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の多様性についてタイ国内での研究の現状を把握するための情報収集と教育内容の整理、

6. 東南アジア沿岸域における生物資源の持続的利用に向けた取り組み）について共同研究、

学術交流及び研究者交流を実施した。本共同研究は、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ための基礎的な科学情報の整備、漁業資源の枯渇

を防ぎ、有効利用するための基盤技術・規則の構築等に貢献できたと考えている。さらに、

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することが出来、持続的な水産業の推進、さらには食料供給へ将

来的につながる研究や技術開発に貢献することができた。 

グループ 4 

 本グループでは以下の 5 項目（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. 魚肉脂質および色素タンパク質酸化防止を目途と

するキノコ未利用部の利用、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）について共同研究及び研究者交流を実施

した。これまでの共同研究により、未利用水産資源の開発・有効利用、廃棄されている水

産資源の再利用や有効利用の技術開発に成功することができた。そのため本プロジェクト

は、このような食資源増産の世界的問題において解決の一助を成したものと考えられる。 

 

７－３ 若手研究者養成 

本年度は、特に若手研究者（大学院博士課程学生を含む）の交流に力を入れた。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・研究室のセミナーを通して、着実

に学術的な成果を上げつつあると感じた。また、本学大学院博士後期課程に在籍している

アジアからの留学生の派遣も行った。それにより、タイを研究教育の拠点に位置づけ、ア

ジア各国への波及効果が期待できる体制ができつつある。また、タイ側から魚介類の薬理

学的研究に従事できる研究者養成の依頼を受け、国費留学生として本学に受け入れた。こ

のように、人材育成においても本事業による成果が上げられている。 

 本事業で構築した協力体制のもと、本学が平成 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、昨年に引き続き 2 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。 

 日本側若手研究者の育成として、平成 21 年 12 月にタイで開催したシンポジウムに大学

院博士課程 4 名を派遣し、研究成果を英語で発表させるとともに、研究についての討論及

び情報交換を行う場を持った。さらに、3 名の学生はマヒドン大学とチュラロンコン大学に

おいて実験を行い、タイ側若手研究者との交流を深めることが出来た。 

 
７－４ 社会貢献 

 拠点大学交流参加者が、積極的にタイの魚介類養殖場を訪問し、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、食品安全、リスク管理を研究テーマとするタイからの留学生の受け

入れが増加しつつあり、最新の研究手法や基礎知識を持つ人材の育成を通して、水産物輸
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出が主要な産業となっているタイにおいて多大な社会貢献を果たしていると考えている。 
 本事業によるものではないが、本事業にて構築されて来た人的な繋がりにより、2010 年

1 月からカセサート大学と東京海洋大学が中心となり、タイの企業関係者を対象とした食品

加工における安心安全に関する教育コースを開始することが出来た。このような教育コー

スを始めることが出来たのは、本拠点事業による 10 年間の交流による互いの信頼関係の構

築があったからこそであると考えられた。 
 

７－５ 今後の課題・問題点 

 昨年同様、現在交流しているタイの参加機関ならびに本交流事業に参加している研究者

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

のタイと日本の水産学分野における学術交流への積極的な参加がみられることから、今後

の交流の更なる発展が期待される。しかし、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点は従来と同様である。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数   53 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 19 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 9 本 

 

８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

 平成 21 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 21

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、

本事業の最終年度として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 21 年度本事業のセミナーとして、平成 21 年 12 月 14〜15 日にタイ国ラヨーン市に

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-V」および平

成 22 年 2 月 26〜27 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-VI」を開催した。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。 
*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 
 今年度は最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
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場となることを目的として開催した。 
 参加者はタイ 78 名、日本 55 名およびインドネシア 1 名の合計 134 名であった。本経費

により参加した教員及び学生は研究成果を発表するとともに、シンポジウムの座長や、運

営の手助け等も行った。 
 
*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 
 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、および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した。本経費により参加した教員及び学生は研究成果を発表

するとともに、シンポジウムの座長や、運営の手助け等も行った。 
参加者はタイ 38 名、日本 83 名および韓国 5 名の合計 126 名であった。 
  
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 共同研究計画に従って実施しており、平成 22 年 2 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 21 年度および事業最終年度としての

本事業と研究者交流の総括を行った。日本側は、コーディネーターが 3 月中旬にタイへ出

張した。主に本事業の最終的な確認と事業成果の社会への貢献について話し合った。また

本事業終了後に実施することを予定している「アジア研究教育拠点事業」の展開について

も話し合った。 

 

９．平成２１年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

         

          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> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  48/332 

（1/3） 
0/0 

48/332 

（1/3） 

実績 55/341 

（3/15） 
0/0 

55/341 

（3/15） 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 37/342  0/0 37/342 

実績 46/485 

（1/5） 
0/0 

46/485 

（1/5） 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

<人／人日> 

実施計画 0/0 1/10  1/10 

実績 0/0 1/7 1/7 

合計 

<人／人日> 

実施計画 
37/342 

49/342 

（1/3） 
0/0 

86/684 

（1/3） 

実績 46/485 

（1/5） 

56/348 

（3/15） 
0/0 

102/833 

（4/20） 
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※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>    4／10  <人／人日> 
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１０．平成２１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

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> 

実施計画  13/78  13/78 

実績 15/85  15/85 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 10/95   10/95 

実績 12/164  12/164 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 10/95 13/78  23/173 

実績 12/164 15/85  27/249 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

 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、

駆使することにより食糧増産を目指すものである。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情報蓄積と技術開発を目的に、以下の共同

研究を実施した。 

 

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

を行ったところ、斃死率に顕著な差がなく、単一の遺伝子のみではなく複

数の遺伝子がウイルス感染に関与していることが示唆された。ウイルスの

ホモログ遺伝子をノックダウンしたところ、斃死率が低くなることがわか

り、ウイルス側の遺伝子は感染あるいは増殖に重要な因子であることが明
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らかとなった。本研究の一部は、日本側研究者がタイにて研究指導し得ら

れた成果とタイ研究者が日本において実験を行ったものである。 

2. 魚介類のワクチン開発研究 

 クルマエビのウイルス感染症を防除することを目的として実施した。ウ

イルスの感染防御抗原遺伝子から組換えタンパク質を作製し、クルマエビ

類に餌と共に投与したところ、斃死率を抑制することが出来、感染防御能

を確認することができた。本研究の一部は、タイ国内にてタイ研究者とと

もに実施し得られた成果である。 

 海産魚類については DNA ワクチンの研究を行った。特に細胞内寄生細菌

であるミコバクテリアおよびノカルディアについてワクチン候補遺伝子の

単離に成功し、ワクチン試験でも有効な成果を得た。本研究の一部はタイ

研究者が来日した際に、DNA ワクチンを作製し、タイ国にてワクチン試験

を実施する等、共同で行ったものである。 

3. 魚介類有用遺伝子に関する研究 

 最終年度である 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、フグ、クルマエビ類）に加え、タイでも多く漁獲され重要な

水産対象種であるマグロの各種臓器で発現している遺伝子の配列情報解析

を行った。その配列情報を基に作製したオリゴ DNA からマイクロアレイを

作製し、大規模遺伝子発現プロファイリングを実施する手法を確立した。

さらに、このアレイを用いて魚介類の健康診断マーカーとなる分子を特定

する研究を実施し、いくつかの候補遺伝子の単離に成功した。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し、興

味深い成果が得られた。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. 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、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た。最終年度としてこれまで

の共同研究成果をまとめ、得られた成果はタイにおける水産資源の利用と

保全において科学的根拠を示すために有効であることを確認した。本研究

は日本側研究者がタイにて研究指導を行い、タイ側研究者が日本に来た際

に一部研究を実施し、タイにて研究をまとめたものである。 
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日本側参加者数  

３２ 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 

５６ 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

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> 

実施計画  17/102  17/102 

実績 21/119  21/119 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 8/77   8/77 

実績 13/118  13/118 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 8/77 17/102  25/179 

実績 13/118 21/119  34/237 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１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、魚類に対するメラミンの毒性試

験を継続して行った。病理組織学的評価のみならず、血液生化学的評

価など科学的リスク評価につながる成果を上げつつある。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。 

2. エビ養殖場における防疫対策として、これまでに検討してきた方法を

とりまとめ、指針として日本側研究者がタイに派遣した際にタイ側に

提示するとともに、二枚貝類のノロウィルス対策に関する共同研究を

行った。 
3. 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

をタイ国および日本にてタイ研究者とともに行い、防疫の必要性につ

いての知見を得た。また、新たにこれまで報告されていないクルマエ

ビの免疫関連サイトカイン様遺伝子をクローニングした。 
4. 昨年、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ことを受けて、タイ国の主要な観賞魚用養殖オ

スカーのアメーバ症に関する研究をタイ研究者と共同でとりまとめ、そ

の防除法として、数種の化学物質が治療に効果的だということが明らか
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になった。 

5. WSSV の迅速診断法を確立するため、エビ血リンパからのウイルス DNA

調整法を検討し、最適な方法を見いだした。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。 

6. 合計 9 種類のポリフェノールを供試し、ウイルス性神経壊死症ウイル

ス、伝染性膵臓壊死症ウイルス、ウイルス性出血性敗血症ウイルス、

あるいはマダイイリドウイルスに対し不活化作用を示すものをスク

リーニングした。その結果、柿渋、ワットルタンニン、カテキン、カ

フェノール等、有効なポリフェノールが数種同定された。これらのポ

リフェノールの毒性評価を数種の海産魚および淡水魚を用いて行っ

た結果、毒性の強弱は被検魚種間で大きな差はなく、むしろポリフェ

ノールの種類に依存した。また、ワットルタンニンは比較的毒性が高

いことが判明した。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。 

7. ワクチンの有効性評価法の開発として、ビブリオ病不活化ワクチン接種

における遺伝子発現応答についてマイクロアレイによる遺伝子発現プロ

ファイリングを行った。マイクロアレイによるプロファイリングはワク

チン評価に有効であることを示唆する結果が得られた。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。 

 

日本側参加者数  

４１ 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 

５３ 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）

 



 

 13

 
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 ANONGPONYOSKUN・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

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> 

実施計画  10/100 0/0 10/100 

実績 8/51 0/0 8/51 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 8/73  0/0 8/73 

実績 10/104 0/0 10/104 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

<人／人日> 

実施計画 0/0 1/10  1/10 

実績 0/0 1/7 1/7 

合計 

<人／人日> 

実施計画 8/73 11/110 0/0 19/183 

実績 10/104 9/58 0/0 19/162 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

 最終年度の活動として、研究成果を取りまとめるために総括的な交流を

行い、両国の研究者がそれぞれの国を訪問して以下の研究を実施した。 

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につい

て、タイ国南部で新たな技術移転が計画されていることから、4 月にタ

イ水産局から1 名を招聘し、富山県氷見市において漁業技術、経営管理

に関する現地調査を実施した。また、2 月には静岡県網代の大型定置網

と漁港水揚げ施設について視察し、タイ国の状況と比較検討を行い、研

究論文を完成させるための議論を行った。この他に、12 月にタイ国ラヨ

ンで開催されたセミナーの際に、現地に技術移転された定置網の操業を

視察し、地域振興のための重要性と、今後のタイ国での技術普及のあり

かたについて関係者と協議を行うとともに、拠点交流事業終了後の進め

方について検討した。 

2. 7 月に東南アジア漁業開発センターより 2 名の若手研究者を招聘し、漁

業技術の理論と実際を大学生に指導する際の実習内容と方法について協

議した。同時に、日本とタイ国での巻網の漁具構造と操業方法の違いを

検討するとともに、東京湾で漁具の水中での形状と挙動に関する測定を

実施して、タイ国で巻網漁業に関する研究を進めるための指導を行い、
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技術と知識を習得させた。 

3. 東南アジア漁業開発センターが昨年より開始した「漁業インパクトの低

減に向けた研究者ネットワーク」の活動に参加し、底引網、巻網、籠、

灯光漁業について日本とタイ国双方での状況を議論した。特に、灯光漁

業についてはタイ国で発光ダイオード（LED）を導入する動きが始まっ

たことから、12 月セミナーの折に日本での技術展開の経過を紹介すると

ともに、研究面での必要事項として光源照明技術と対象生物の視覚機

能・対光行動についてタイ側研究者と協議を行った。また、インドネシ

アより研究者を1 名セミナーに招聘し、東南アジアでの灯光漁業の現状

と今後の展望について講演と意見交換を行い、今後の東南アジア水域で

の研究の方向性を議論した。 

4．甲殻類の成長と繁殖に関する共同研究の成果としてノコギリガザミの資

源管理手法について印刷公表が完了し、12 月セミナーの折に残された課

題について協議した。 

5. 生物多様性についてタイ国内での研究の現状を把握し、大学生に必要と

なる教育内容を整理した。今後は両国において、有効に利用されること

が期待される。 

6. 12 月にラヨンで開催したセミナーの折に、「東南アジア沿岸域における

生物資源の持続的利用に向けた取り組み」としてサテライトワークショ

ップを開催し、従来の生物学や資源解析、漁業技術といった分野の研究

とともに、地域住民の意識調査や社会経済的な研究の必要性について協

議した。 

 

 この他に、2009 年12 月のラヨン開催セミナー、並びに今年2 月の本学

開催セミナーにおいて、プロジェクトリーダーの有元とMonton 

Anongponyoskun が10 年間を総括する共同研究の成果と残された課題に

ついて報告した。 

 

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 

４５ 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）

 



 

 15

 
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

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> 

実施計画  6/42  6/42 

実績 9/78  9/78 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 10/90   10/90 

実績 10/93  10/93 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 10/90 6/42  16/132 

実績 10/93 9/78  19/171 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

 最終年度の活動として、研究成果を取りまとめるために総括的な交流

を行い、両国の研究者がそれぞれの国を訪問して以下の研究を実施した。

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

いて検討した。サメ皮からの最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、地球に優しい包装材料とするために必要な性状を明らかにした。

副次的な研究成果として、Giant catfish から得られたゼラチンの特性解

明、サメ肉のすり身への応用などが挙げられた。 
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東南アジア諸国で漁獲量の多い小型魚類を有効利用

した水産発酵食品の開発は重要である。具体的な製品として商品価値の高

い魚味噌を開発し、品質改善、賞味期限などについての検討を行った。資

源の持続性ある有効利用に端緒を開く成果である。 
3. 魚肉脂質および色素タンパク質酸化防止を目途とするキノコ未利用部

の利用 
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 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

が含まれている人工栽培エノキダケから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

が生じやすい食品の品質劣化防止に応用した。養殖魚の飼料に添加するこ

とで、上述の化学成分の酸化的劣化を極めて有効に抑制できることを明ら

かにした。本研究成果は、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 
 冷凍水産物に起こるフリーズバーンと呼ばれる品質低下現象の原因は、

冷凍中に水分の蒸発が生じることに伴う魚肉表面の色調の劣化であること

を確認し、タイのように気温が高く、冷凍技術が改良途上である環境下で

起こりやすいことを指摘した。本現象の防止策について、ガラス転移温度

との関連も含めて、凍結乾燥食品内で起こるメーラド反応の速度と乾燥

物のガラス転移温度との関連について詳細な検討を行い、冷凍エビの筋

肉内部における氷結晶形態、サイズに及ぼす凍結、貯蔵条件の影響など

を解明した。また、冷凍水産物のフリーズバーン防止策を経済面も含めて

考察した。 
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 
タイ湾などにおける貝類の毒化はドウモイ酸が原因で、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

た。そこで、本珪藻の発生防止・駆除について検討し、さらに各種未利用

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できる可能性が出て来た。 
 

日本側参加者数  

１９ 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）

 



 

 17

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-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 14 日 ～ 平成 21 年 12 月 15 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ王国、ラヨン、 ホテルノボテルラヨン  
（英文）Thailand, Rayong, Hotel Novotel Rayong   

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. 0
B. ４０／２４１

C. ３／１５ 

 
  タイ 

<人／人日> 

A. 0
B. 0
C. ４２／１２６

 
インドネシア 

<人／人日> 

A. 0
B. １／７ 
C. 0

 
合計 

<人／人日> 

A. ０／０ 
B. ４１／２４８

C. ４５／１４１

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、今年度は最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、開催した。 

セミナーの成果  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・免疫機能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、本セミナーを通して情報交換や意見交換をす

ることが出来、今後、日本とタイの水産学における研究が更に発展

することが期待された。また、本セミナーを公開で実施したことに

より、学生や企業関連の者にも多くの情報を提供することが出来、

社会貢献にも繋がったものと考えている。東京海洋大学長および事

務局長ならびにカセサート大学長および水産学部長とグループリ

ーダーが会談し、今後の共同研究や研究者交流について話し合うこ

とが出来た。さらに、JSPS バンコクセンター長の池島先生とも会

談し、今後のタイ国と日本における水産学発展のための学術的な方

向性等について意見交換することが出来た。 
セミナーの運営組織  日本側とタイ側代表者で討議し、カセサート大学水産学部におい

て開催した。プログラムの作成においては両国の各研究グループリ

ーダーが行った。  

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容                 金額 0 円

（タイ）国（地域）側 内容 会議費          金額 450,000円

                  合計 450,000 円

（インドネシア）国（地

域）側 
内容              金額    0 円
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―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
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 26 日 ～ 平成 22 年 2 月 27 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、東京、東京海洋大学品川キャンパス 
（英文） Japan, Tokyo, 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. ４／１０ 
B. 
C. ３２／６６ 

 
   タイ 

<人／人日> 

A. 
B. ３３／３３４

C. １／５ 

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. ４／１０ 
B. ３３／３３４ 
C. ３３／７１ 

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、および

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

として開催した。また、本事業に協力大学として参加している鹿児

島大学および北海道大学はそれぞれフィリピンおよび韓国と拠点

事業により水産学における共同研究を実施してきていることから、

両グループのコーディネーターより当該事業についての講演をし

ていただき、また、本学が過去実施し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の情報提供も行い、我が国を中心と

したアジアの水産学発展について議論する場を設けることも目的

とした。 
セミナーの成果  開会式には、タイ国大使館から大使および公使参事官（農業担当）

が、また、日本学術振興会から国際事業部長が出席され、大使から

はご挨拶を、国際事業部長からはご挨拶ならびに日本学術振興会の

国際交流事業についてご紹介をいただいた。さらに、公使参事官に

は研究発表にもご参加いただいた。 
本事業の最後のセミナーにあたるため、日本で開催し、我が国の

水産学に携わる研究者間でタイ国との水産学に関する共同研究の

成果を共有する場を設けることも目的としたが、多数の参加者にそ

の目的は十分果たせたと考える。また、民間の研究者も参加してい

たので、本事業の成果を、広く両国間の水産学発展に寄与させるこ

とができたと思われる。 
 さらに、韓国と水産学分野で拠点大学交流事業を実施している北

海道大学水産学部のコーディネーターおよびフィリピンと水産学

分野でアジア研究教育拠点事業を実施している鹿児島大学水産学

部のコーディネーターから当該事業の紹介ならびに共同研究の状

況について情報提供が行われ、タイだけでなく今後の日本を中心と

したアジアにおける水産学研究についても意見交換することがで

き、アジアにおける水産学およびネットワーク構築の発展にも寄与

したと考える。 
セミナーの運営組織  日本側とタイ側代表者で討議し、本学において開催した。本プロ

ジェクト参加教員および本学学生により運営を行った。プログラム

作成においては両国の各研究グループリーダーが行った。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容   国内旅費      金額 263,080 円 
     要旨集印刷費    金額 204,750 円 
     謝金        金額 135,000 円 
     会議費       金額 184,000 円 
 
               合計 786,830 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 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  2/10  2/10 

実績 2/8  2/8 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 1/7   1/7 

実績 1/6  1/6 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/7 2/10  3/17 

実績 1/6 2/8  3/14 

②  国内での交流       <0 人／0人日> 

 

１１．平成２１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 ８，１４０，４４０  

外国旅費 １４，３２９，７９３  

謝金 １３８，１５０  

備品・消耗品購入費 １，７４６，８１０  

その他経費 ５１６，１２０  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

６８３，２７７  

計 ２５，５５４，５９０  

委託手数料 ２，５５８，０００  

合  計 ２８，１１２，５９０  

 
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 ８４２，７４０ １／８ 
第２四半期 ７８５，９５３ ３／２７ 
第３四半期 ７，７２５，１０３ ４７／３０７ 
第４四半期 １６，２００，７９４ ５５／５０１ 

計 ２５，５５４，５９０ １０６／８４３ 
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