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◇はじめに 
 
 
 
 
                          連合農学研究科長 

                                 菅沼 俊彦 

 

平成 16 年度に旧国立大学が一斉に法人化に移行し、21 年度に第一期中期計画 6年が終了

した。実施計画を事前に中期計画として文科省に提出し、実行したことに対し評価を受け、

その結果が次期予算配分に反映される制度に組み込まれた。22 年度は第二期中期計画の初

年度となり、僅かな金額ながらも全国の国立大学法人に上記評価分が加味されて配分され

るようになった意味は大きい。 

 国の高等教育を担う全国の国立大学法人の使命として、まず第 1 に明日の日本の発展を

支える優秀な人材を養成することである。第 2 は、人々の心や暮らしを豊かにする文化・

芸術や科学・技術の進歩を担う知の創造拠点を築くことがあげられよう。そういったなか

で農学の役割についてもう一度考えてみたい。 21 世紀に入って早くも 10 年が経ち、食料

や農業についてもう一度振り返って見直すべき時になったように思われる。従来の欧米先

進国以外に 中国、インド、ブラジルなどの新興国が新たに台頭し、人口増加と相まって

世界各地で様々な資源の獲得競争が激しくなってきている。なかでも食料資源の確保が最

も身近に感じられる問題である。石油など化石燃料の使用による地球温暖化のため、近年、

旧ソ連やオーストラリアなど各地の穀倉地帯で干魃が起き、また、中国など北半球では大

規模な砂漠化が進んでいる。市場経済のグローバル化が急速に進み、金融工学なるもので、

人々の経済活動をすべて投資の対象物にしてしまった。そして遂に 2008 年 9 月リーマンシ

ョックが数日の内に世界を駆けめぐり、金融投資から引き揚げられた余剰資金が穀物相場

に流れ込み小麦価格などの急騰を招き、開発途上国の政情不安を煽ったことはまだ記憶に

新しい。「食」を通して人類の命を支えてきた農耕文明の歴史は、はるか 1万年近く前に遡

れるといわれている。一つの産業としてこのように長く継続できたのは、自然と対話しな

がら生物の力をうまく利用して、生態系の均衡を崩さずいわゆる環境に優しい技術だった

からではないかと思う。例えば、工業生産の活動には効率化のため、どうしても化石燃料

のような外部エネルギーが必要で、同時に副産物として廃棄物を生じ、環境汚染を伴って

しまう。産業革命で工業技術が産み出されてから、まだ１世紀半しか経っていないのに、

空気中の二酸化炭素濃度は着実に増加し、地球規模での環境劣化の要因となっている。 
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 近年、地方の自立とか再生が大きく叫ばれる割には、大阪、名古屋、東京など大都市地

域への人口流出が一向に止まないのは何故だろうか。昔は山間部に何代にも渡って子孫に

大切に伝えた石積みの棚田や段々畑があった。今は後継する者がいなくて急速に荒れつつ

ある。人吉から五家荘の奥に入ると深い谷間に細い道が続き、平家の落人の言い伝えを受

け継ぐ集落がいくつもある。山からの幸と小さな田畑からのなり物で家族のために日々糧

を得ることができ、そして、800 年以上に渡って多くの戦乱や中央の政権交代に巻き込まれ

ることなく、ひっそりとその暮らしを続けてきた。なのに、第二次大戦後の日本社会の経

済構造の変化によって、あっという間に人々が落人伝説の山々から消えてしまった。貨幣

を仲立ちとする市場経済の浸透で職は都会でしか得られず、もはや農業や林業では生活出

来ないということで全国の山村・漁村から次世代を担う若者を大都市圏が吸収していった。 

 しかし、いまや日本の経済成長は飽和に達し、戦後、がむしゃらに働いた世代がどんど

ん退職し、労働人口が減少して、従来のような市場全体の拡大が見込めない時代になった。

さらに、リーマンショック以来、世界経済や日本経済が収縮し、団塊の世代が定年時期を

迎えているのに企業や自治体からの新卒の求人数が大幅に減少して、次世代を担う若者の

就職口は狭まるばかりである。 

 されど、一歩振り返って視点を変えれば、今こそ農業の復興、農村への人々の回帰を呼

びかけ、農学の発展を促すチャンスではないかと思われる。若者も昔のような都会に対す

る漠然とした憧れはなくなり、就職口があれば地元に留まりたいと思うようになってきて

いる。定年後は自分の幼い時に育った故郷に帰り農業復帰したいと言う者は相当いるだろ

う。今日の状況はグローバル化した市場経済の行き詰まりであり、特にここ 10 年異常に膨

張した金融工学主導経済の崩壊である。今こそ、太古の昔から脈々と続く農林水産業の持

続性の力、農学者が力を発揮しないといけない新しい時代の局面に入ってきたと見るべき

ではないかと思う今日この頃である。 
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◇退職のあいさつ 

 

 

連大への感謝と期待 

 

                                                  

                                      鹿児島大学理事    

                                   前田 芳實 

 私は、連合大学院発足当時(1988年4月)から21年間、学生の研究指導並びに

連合大学院の運営に参加する機会を戴きました。2009年4月より鹿児島大学理

事（研究・社会連携担当）に就任しましたので、連大の主指導教員を離れて1

年が過ぎました。在任中、連大の関係者の皆様方に大変お世話になりました。

とりわけ、事務担当者の皆様方には、お手を煩わせたにもかかわらず、親切に

対応下さり心より感謝申し上げます。連大の活動を通して、共通セミナーや学

生の中間検討会、また学位審査会で、構成大学を訪問したことは、今では楽し

い思い出となっています。また、共通セミナーでの学生のポスター発表や外部

講師の研究紹介は、農学領域の研究の広がりと、現代社会における重要性を認

識することでした。 

連大の運営に関しましては、平成12年4月から4年間、代議員を務めさせて戴

きました。この間、構成大学の他専攻の先生方ともお知り合いになれ、連大の

ミッションの重さを感じることでした。当時は、国立大学の法人化を前にして、

その後の連大の運営や事業経費がどのようになるのであろうかと、不安を抱き

ながら議論を重ねることがしばしばでした。また、宮崎大学農学研究科の構成

大学からの離脱は、さびしく残念でありました。国立大学が個性輝く特色を模

索する中で、構成大学の経営方針にも独自性が求められたことから、宮崎大学

としても苦渋の選択であったと思われます。 

今後の連大に期待される事柄について、普段感じていることを幾つか述べさ

せていただきます。 

１ 修業年限内の学位取得率の向上 

 鹿児島農連大は、発足以来約700名の学位取得者を世に送り出し、そのうち

外国人は420名を数え、本研究科の国際貢献は大きい。一方、年限内の学位取

得率は留学生で7割5分、日本人学生で場合5割に満っていない状況である。指

導教員の努力は大変ではありますが、規定年限内での学位取得率の向上につい

て、さらなる工夫と改善が求められるでしょう。 

２ 就業率の向上 
 就業率は教育成果の重要な指標であります。本研究科のミッションは農学領域の研究者

養成でありますが、課程修了後の進路として、研究職だけでなく、海外も含めた幅広い分

野へ進出が必要でしょう。その為には、 科学技術面の教育だけでなく、サービスやビジ

ネスなどの知識や素養を涵養する事もこれから求められるでしょう。 
３ 産学連携による研究課題の設定 
日本では、博士号取得者が企業へ就職するケースはまだ少ない状況です。ま

た、学生自信の志望も大学や公的研究機関への偏りが大きい。これからの社会

では、博士号取得者が産業界で活躍する必要がある。そのためには、産業界と

の連携した研究開発や学位論文テーマの設定が必要で、これは就業率の向上に
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も直結することでもあります。 

４ 国際的貢献 

今、世界は、人口急増、気象変動、食料危機、貧困、感染症、教育など、多

大な課題を抱え、特にアジア・アフリカ諸国においては深刻であり、鹿児島大

学連合農学研究科の果たす役割はさらに重要性を増すと思います。これからの

連大が世界に伍して行くためには、社会が求める教育プログラム、また、国際

的に評価される教育プログラムを提供し、これまで以上に、アジア・アフリカ

諸国の発展に寄与する人材を養成する必要があります。その意味で、鹿児島大

学連合農学研究科は構成大学間の一層の連携が求められるでしょう。  

 以上、勝手な事を書き連ねましたが、本連合農学研究科の一層の発展を祈念いたします。 
 

 

知足の心 

 

 

 

                                           鹿児島大学教授 水産学部       

                                               永松 哲郎 

 

 私が子供の頃は、日本が第2次世界大戦に敗戦して復興し始めた頃で、公園や広場にはバ

ラックが立ち並び、浮浪者がたむろして、街角には白衣の傷痍軍人がバイオリンを弾いて

いました。子供は汚れて擦り切れた服を着て、鼻水をたらし、冬になると手や足にしもや

けやあかぎれをしながら、遊具などなんにもないただの広っぱで、棒切れを持って「ちゃ

んばら」ごっごなど、元気に遊びまわっていました。他のグループと喧嘩もしたし、仲間

同士の喧嘩やいじめもありましたが、翌日には何事もなくまた一緒に遊びました。朝は味

噌汁のトーフを買いに行ったり、七輪の火を起こしたり、昼は幼い妹の子守をしました。

中学生の時は冬の寒い朝に新聞配達をしました。夕食は家族が狭い食卓を囲んで、いつも

母に行儀が悪い、と叱られながら賑やかに食べていました。幸い、我が家は食事に困るほ

どの貧乏ではなかったので、とにかく腹一杯食べて、満足していました。夕食後は、銭湯

に行ったり、家族みんながひとつの部屋で本を読んだり、ラジオを聴いたり、妹たちは母

とおしゃべりをしたりしながら過ごしていました。夏は、家の中は暑いので、路地に置い

てある「ばんこ（縁台）」で近所の小父さん達と夕涼みをしながら、将棋をしたり、昔話

や人生訓じみた話などを聞かされました。みんな貧乏だったけど濃密な人間関係がありま

した。 

やがて、日本は高度成長時代を迎え、いつの間にか乞食も洟垂れ小僧もいなくなってし

まいました。家の中は電気製品に満たされて、子供の手伝いも不要になってしまいました。

テレビやゲームが普及して外で遊ぶ子が少なくなり、夕食がすむとそれぞれの子供度部屋

に引きあげてしまい、家族は下宿屋みたいになってしまいました。食事は豊かになり、食

材は世界中から集められ、スーパーマーケットに行けば季節を問わずなんでも手に入りま
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す。誰もが太りすぎを気にしてダイエットを始め、運動のために会員制のジムに通ってい

ます（私はダイエットもしてないし、ジムにも行っていませんが）。 

私達の世代は、科学技術の発展が人の暮らしを豊かにする、ということを疑いもなく信

じて、明るい未来に向かって一生懸命仕事をしてきました。確かに、生活は便利になって

物質的な豊かさを得ることができました。しかし、仕事の忙しさは変わらないどころか、

ますます多忙になり、時間に追われて、家に帰るのはいつも夜遅くなっています。文明の

利器は仕事を効率化させましたが、生活にゆとりは生み出せていません。一方で、多くの

生産現場はマニュアル化され、ロボットやPCに熟練技能者は仕事を奪われて、失業する人

も多く生まれています。 

科学技術は便利で高性能な製品を次から次へと開発して、企業はそれを低価格で販売し

て生き残りを図っています。消費者は安くて高機能・高性能な品物を次から次へと買い求

めています。更に良いもの、更に美味いもの、と尽きることはありません。しかし、少な

くとも日本の多くの生活者は物質的にはもう十分豊かなではないだろうか。仏遺教経（ぶ

つゆいきょうぎょう）という経典に「知足」についての教えが説かれています。 

「若し諸の苦悩を脱せんと欲せば、まさに知足を観ずべし。知足の法は即ち富

楽安穏の処なり。知足の人は地上に臥すと雖も，なお安楽なりとす。不知足の

者は、天堂に処すと雖も亦意（こころ）に称（かな）わず。不知足の者は、富

めりと雖も而（しか）も貧し」 

世界には食糧も水も医療にも恵まれない人々が沢山います。日本の中にも、貧しい人や

生活弱者といわれる人がいます。人それぞれで「知足」のレベルが異なると思いますが、

それぞれが「知足の心」を持ち、限られた資源や高度に発達した科学技術を富者や恵まれ

た人を更に豊かにするために使うのではなく、貧者や弱者のために使う世の中になって欲

しいと思います。 

 

 

厳しい現実へのやぶ睨みオジサン 

                                

  

 

                         鹿児島大学教授 水産学部 

                                          中村 薫 

 

 忙しく頑張った創成期の恩人達、その中には既に故人となられた先生方も幾人か居られ

ますが、二世代を経て今日、教員の資格審査はますます厳格な基準が適用されているよう

に見受けます。このことは連大運営のはじめから微力ながらお付き合いしてきた小生にと

ってはそれで本当にいいことなのか憂慮すべきことなのです。 

ここで資格審査の客観的な指針が研究業績の論文数となることについて異存はありませ

ん。しかし大切なことはこの資格審査に行き過ぎの見積もりがないかどうか。問題は、人

知では予測不能の、博士課程で研究指導できる技量を保証する基準は何か、にある訳です

が。 
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ところで世の中の常でよく言い古されてきた先人の呟きは‘量より質‘であります。こ

れまでの審査が悪いと愚痴をこぼしているのではありません。そうではなくて特に留学生

が多く在籍するわが連大では、その研究指導の資格基準に英文の国際学術誌を対象に筆頭

論文を１０報で必要条件と絞り込んでも悪くないのではないか、とむしろ軽減策を思うの

です。２０報以上あったとしてもその殆どが国内誌で、さらに頭ではなく筆頭著者として

の責任のない論文がいくつかその数を占めていては、評価にあたって研究業績の重みに疑

問を残さないものでしょうか。 

小生は意識して英文論文で投稿し、その僅かを国際誌とその殆どを国内誌に投稿してき

ました。自らの体験から当然のことながら悲しくもありますが、研究論文を国際誌に自力

で載せる技量はないことに気付きました。これは自分では上手く出来たと思っても、まず

国際誌の編集局が強く求めるネイテイブ英文にいつも不適合となるためです。次いで予算

投資して英文添削を受けて掲載は OK、つまり精々モドキやダマシでしか満足できないので

した。 

国際誌は強力な発信力をもっていますので、こうした投稿体験は貴重です。１０回も繰

り返せば英語らしさを或程度は高めますが、結局その度重なる繰り返しが２０回あろうと

なかろうと勘所は改善されずいつまでもネイテイブ英文を生むことはないことに気付きま

した。重要な点は論文数が１報でも世界の注目を引くことなのです。 

さて連大研究科の今後の要は、厳格な審査基準に基づいた指導教員の存在の以上に在籍

学生が多くの専門領域に実在することでしょう。そのためには教員の研究成果が国際的に

も情報発信され各国の若人に注目される努力が求められます。 

本寄稿の最後に当たり、従来の‘辻褄合わせ‘（悪い表現で失礼しますが）は止めて、連

合農学研究科に独特の複数教員性を弾力的に生かして指導体制を補足し合い、有機的で豊

かな教育効果が生まれる研究指導の推進を期待申し上げます。 

 

 

連大の益々の発展を祈念して！ 
 
 
 
 

琉球大学教授 農学部 
 宜保 清一 

 
大学教員を終えるにあたり、特に思うことについて記してみたい。 
連合農学研究科では、教育、研究、教員間の交流等を通して多くのことを経験させてい

ただいた。 
構成校の研究科長として調整会議等を通じて連大の運営等に関わらせていただいた。 
楽しい思い出が多い中で、宮崎大学の離脱は連大の末永き発展を願う私にとって衝撃的

であった。 
留学生を含め後継者育成に寄与できたことは最も嬉しいことであり、彼らの今後の活躍

が楽しみである。 
先週（３月５日）、修了生の一人である周亜明氏から「技術士合格（建設部門：土質及び

基礎科目）」の通知を受けた。博士課程の時に身につけた知識が大変役立ったとの嬉しい言

葉も添えられていた。技術士資格は、技術力・知力はもちろん論述力が求められるので、
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日本語を母国語としない技術者にとってハ－ドルはきわめて高い。 
早速エ－ルを送り、地域環境整備・斜面防災への一層の貢献と後輩達の面倒・支援をお願

いした。 
琉球大学では、最後の一年間、副学長（社会貢献担当）を兼務し、産学官連携活動を推

進した。教育、研究に続く大学の第三の使命の重要性を痛感した。 
ある経済誌に、大学の競争力が財務力、教育力、研究力の順に評価値によりランク付け

されている。教育研究費の縮減が続き、心まで貧窮してしまいそうな昨今、分かり易い尺

度である。 
大学では、科研費の採択率・採択額の増をめざし教員を叱咤激励しているが、伸び悩み

傾向にあるのが実情である。今後、若い教員に期待するにしても、研究力向上等、かなり

の時間を要する。学部・大学の苦しいところである。そこで、先輩教員は産学官連携を積

極的に進め、社会貢献度を高めつつ外部資金も獲得し、若い教員の研究に充てる。 
大学全体の財務力を高めることにも繋がり、一挙両得である。もちろん、分野によって

産官からの大学への期待には濃淡があり、且つ、質の高い研究成果が実用化に至るまでに

障害も多くある。 
競争原理が独り歩きする昨今、限られた資源による生き残り戦を思うと、産学官の関係

強化・連携強化は双方にとっても有益であり、推進しやすい環境を急ぎ整え、取り組むこ

とを痛感させられている。 
私は４月から放送大学に関わることになっている。学習センタ－が学内に在るため、古

巣の学科、分野の後輩達と地域環境整備・斜面防災に関する課題研究等で連携し易い。 
しかし、要請があればとのことで！ 自分の行為が老害とならないよう肝に銘じている。 

 
 

森林学と亜熱帯島嶼の雰囲気のなかで 
 

 
 

               琉球大学教授 農学部  
     附属亜熱帯フィールド科学教育研究センター 

新里 孝和 
 
鹿大農修士課程で造林学を学びイヌマキ林の研究していた学生時代に、研究を発展させ

るためには主と副の 2 つのテーマをもつことが大切であると、林学のある先生に進言され
ました。しかし研究を深めるには、一つのテーマを追い続けることがより重要ではないか

と思い、若いときはマツ属の成長様式と光周性の生態生理について、日がな一日のほとん

どをマツと過ごしました。ほとんどのマツ属種は暖・温帯で冬芽を形成し年 1 回の成長を
繰り返しほぼ一列の輪生枝を形成しますが、亜・熱帯では断続的さらに連続的な自由成長

によって Foxtail（枝なしマツ）を発現します。マツ属の成長様式は進化の道すじで亜熱帯
環境がふるいの役割を果たし、光周性の感応器官（初生葉）の退化により、温度依存の既

定成長で寒冷地に適応したのではないかと推察されました。 
造林学は森林学の百貨店だといった先達の研究者もいました。一日マツと過ごすといっ

ても目の前には興味つきないイタジイ優占の天然林があります。琉球の時代からこの森は、

薪炭材、建築材の生産林として利用された二次林、里山林です。これの森で新属、新種、

新記録種などの発見もありましたが、森がどのように悠久の歴史で維持されてきたのか、

里山とは何か？を問うにも重要な研究課題が秘められている、と心静かに鼓動しました。

照葉樹の森の構成は、山の斜面下部や下層に熱帯・亜熱帯の種が生育し、斜面中・上部の

上層木のほとんどは暖帯林種で萌芽力の高い樹種で占められています。人為による伐採は
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下層植物への影響は大きいのですが、上層木は萌芽によって再生を繰り返す可能性があり、

二次林に生育する多くの種も伴います。島嶼照葉樹林には天然林・極相林と二次林・里山

林の多様な生物種の共存を持続する有効な研究が求められていると思います。 
天人地、万有の真理の根源をなす図絵であるのでしょうが、調和のかたちは自然と人と

農の社会のつながり、関係に相似すると思われます。地球環境問題、温暖化、沙漠化、自

然保全、人の衣食住問題から文化、心身の健康に至るまで地を生業の礎とする農は天人地

の調和に大きな使命をもっていると思われます。造林学は現在、森林生態学に偏重した感

がありますが、今後とも農学の一分野として天人地を踏まえた総合的な研究にまい進する

ことを大いに期待したいと思います。指導教員は森林の総合的な研究、他分野との共同研

究に取り組みつつ、農学の包括的な視点で大学院生の研究を共有していく必要があるでし

ょう。 
自分のこのような研究成果や考え方が、学生に浸透したかどうかはわかりません。附属

施設の教員は原則として学生の卒業論文、修士課程の学生の研究指導ができませんでした

が、実質的には連合大学院生の研究指導の機会があたえられ、副指導教員の立場で論文審

査に当たってきました。それらの研究は森林業の総合的な考えが貫かれていて、明るい希

望を抱きました。 
 短い期間ではありましたが、代議委員会や論文審査などを通して、鹿児島大学の教職員、

また構成大学の教職員のみなさまに一方ならぬお世話を受けました、鹿児島連大のますま

すの発展を祈りつつ、心から厚くお礼申し上げます。 
 

 

定年退職に当たって 

                                                                     
私は、昭和 47 年 5 月に沖縄の施政権返還にともない琉球政府立から国立大学に移行した

琉球大学の助手に採用されました。以来、琉球大学農学部に 37 年余奉職し、無事定年退職

を迎えることが出来ました。琉球大学は、昭和 52 年に大学院農学研究科修士課程が設置さ

れました。当時の琉球大学は、職階に関係なく各人は一般に独立した研究課題を持ち、ま

た、本土から遠隔地に位置している関係もあってか刺激に乏しく、のんびりした雰囲気で

教育研究を行う場合が多かったように覚えています。しかしながら、このような環境にあ

っても立派な研究業績を有する教官も多数おられ、連大参加への原動力となりました。琉

球大学は平成４年度に鹿児島大学大学院連合農学研究科（鹿児島連大）への参加が認めら

れました。琉球大学においても博士課程の大学院教育が実現できたのです。連大参加によ

り、農学部のみならず全学に与えた教育研究に対するインパクトは極めて大きいものがあ

りました。 

連大方式の大学院は、総合大学院方式のそれに比べると専門家集団を束ねることが出来

るので、専門分野ごとの研究者層に厚みが増し、教育研究効果が期待されます。また、構

成大学間の緊密な連携プレーにより、より質の高い教育研究水準の維持が期待されます。

本連大における研究指導体制や学位審査のあり方は大学院教育の質的向上を図る上でよく

機能していると実感しています。 

琉球大学教授 農学部 

安田 正昭 



9 
 

本連大参加を契機に、琉球大学における教育研究は質量ともに著しく発展したことはい

うまでもありません。幸いにして、琉球大学所属の研究者に対しても関連学協会から論文

賞、奨励賞及び学会賞等が授与されるようになりました。私事で恐縮ですが、教授一人体

制の当研究室における研究を人並みに推進出来たのは、実に連大参加の賜物だと感謝して

います。連大生との共著論文が当該分野で知名度の高い国際誌に次々と掲載されるように

なりました。お陰様で、当研究室の研究成果に対して平成 21 年度日本食品科学工学会賞が

授与されました。この事が契機となり、琉球大学や連大若手研究者のモチベーションアッ

プにつながれば望外な幸せであります。私は平成 10～11 年度連大代議員を仰せつかりまし

た。毎月鹿児島泊りで他大学の先生方と連大の運営と各大学における情報交換がなされ、

大変有意義な時間を過ごさせていただきました。本連大を通して構成大学の先生方とのヒ

ューマンネットワークが構築出来、教育研究現場に生かすことが出来たのは大変有難いこ

とでした。連大生の副指導教員（教官）あるいは学位論文審査委員を依頼したり、依頼さ

れたりと、博士課程大学院生指導や学位論文審査等を通して教員同士の交流にも大きな意

義があったように思われます。大学院生の研究指導や学位論文審査のために佐賀大学、宮

崎大学及び鹿児島大学を何度もお邪魔したことが思い出されます。 

国立大学の法人化を契機に連大を取り巻く環境は著しく変化しています。宮崎大学の連

大離脱は残念なことでした。今後、既存の理工系研究科を中心に農学系分野を取り込んだ

総合大学院博士課程構想等についても構成大学の中で現実味を帯びた議論がなされること

もありましょう。かかる状況下で、本連大として COE の提案と獲得、構成大学における博

士の学位授与者数の実績をいかに評価するか等の課題も残されていると思われます。本連

大のあるべき姿、連大の良さや課題などを今一度整理し、問題点の早期改善に着手する必

要があるように思われます。 

最後に、これまでお世話になりました連大の諸先生、事務の方々に厚く御礼を申し上げ

ます。皆様方のご健康とますますのご発展を祈念申し上げます。 
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◇旧代議委員のあいさつ 

 

 

代議委員を終えて 
 

生物生産科学専攻 
動物資源生産科学連合講座 
佐賀大学教授 農学部 

尾野 喜孝 
 

  
この 3 月に、代議委員の任期を無事に終えることができました。代議委員を引き受けた
ときは、連大の運営方法や代議委員の果たしている役割などに関する知識が不足していた

せいもあり、果たして自分に務まるだろうかという不安があったのですが、今終わってみ

ると、開放感からくる安堵と、何かを取りあげられたような一抹の寂しさを感じています。

私の代議委員としての 1 年目は、佐賀大学では 2 年目の先生が 2 人おられたこともあり、
比較的楽に仕事をさせていただきました。しかし、2年目はその分大変だったような気がし
ています。 
代議委員会に出席してみて、会議の進行が非常にスムーズで、しかもとても効率的に行

われることが印象的でした。これは、研究科長が青木先生から菅沼先生に代わり、代議委

員が半数入れ替わった 2 年目でもほとんど同じでしたので、連大代議委員会の特長であろ
うと思いますし、科長補佐の杉元先生と事務の方々の気配りもあるものと思っています。

また、代議委員からの意見のやり取りも活発でしたが、各代議委員は構成大学の代表であ

るとともに、連合講座の代表としての立場から、状況に応じた適切な発言をなされていた

のにも感心しました。 
 代議委員会の資料で改めて認識したことに、連大学生に占める留学生の数の多さ、そし

てそのほとんどがアジアの国々からの留学生であること、また修学年限内での学位取得率

が日本人学生より明らかに高いことがありました。逆に言うと、日本人学生の勉学意識が

低いということかもしれません。しかし、これも連大の特徴なのであろうと思っています。

私の場合、代議委員任期中に、バングラディシュからの留学生（指導は上埜准教授がほと

んどやってくれましたが）と長崎県畜産試験場からの社会人学生の 2 人が修学年限内で学
位を取得してくれたので、本当にほっとしました。 
また、楽しい思い出のひとつとして、代議委員会構成員の先生方や事務の方々との懇親

の会があります。ふつうでは接点のないような専門の異なる先生方や他大学の事務の方々

と、鹿児島、沖縄そして佐賀の地で、美味しい料理やお酒をいただきながら色々な話題に

ついて語り合えたことは、とても新鮮で、またとても実りのあるものでした。私にとって、

大切な思い出であるとともに、貴重な財産になったと思っています。代議委員としてのこ

の 2年間で出会えた方々へ心より感謝いたします。 
最後に、連大のさらなる発展をお祈りするとともに、構成員の一人として、微力ながら

その責務を果たしていこうと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。 
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代議委員の任期を終えるにあたって感じたこと、考えたこと 
 

                                                        農水圏生物資源環境学専攻 
                            生物環境保全科学連合講座 

                              鹿児島大学教授 農学部 
曽根 晃一 

 

この３月末で 2 年間の代議委員の任期を無事（？）終えることができました（この原稿
を書いているときはまだ代議委員ですが・・・）。任期中に改組があり、教員の資格審査基

準の見直しがあり、結構忙しかったですが、楽しませてもらいました。ありがとうござい

ました。この 2 年間で感じたこと、考えたことを、思いつくままに述べていこうと思いま
す。 
 

入学試験とそれに関連する諸問題：私は、2年間入試検討委員会の委員長として、入試にか
かわってきました。入試で問題となっているのが、定員オーバーです。現在定員は 23名で
すが、入学者はその 1.5~1.9倍に達しています。国費留学生を除くとほぼ定員通りなのです
が、特に、近年は私費外国人留学生が増加し、1学年 3、4名の学生を指導している先生も
みられ、人ごとながら大変だなあと思ってしまいます。定員の確保と３年の修業年限内で

の学位取得率の向上を同時に満たすためのデリケートな対応が求められます。入学後 3 年
で博士号が取得できそうにない学生まで入学させているのではないか？検討の余地があり

そうです。現在の状態が続けば、将来定員の見直しのみならず、現在実質的な全入である

入試のあり方についても見直しが必要となるかもしれません。 
 

教員の資格審査：この 2 年間で、教員の資格審査の基準の改正にも取り組んできました。
入学・進学してくる学生の質が多様化し（前述の通り入学後の心配をする学生が増えてき

ている）、これまで以上に、教員の指導力が問われてきています。そのためには、教員の質

の確保が必要になると考えたからです。学生には、できるだけフルペーパーを書くことを

求めています。教員でもそれなりの対応は必要でしょう。教員の質の向上と維持が、連大

の生き残り戦略として重要だと思います。この問題を教員に提案したとき、教員数の確保

ができなくなるので連大の管理上問題が生じるのではないかという意見もありました。次

期代議委員会で提案されることになると思われる資格の基準は、決して高いものではあり

ません。少なくとも私はそう感じています。各構成大学で教員を採用する際、既に多くの

構成大学で実施されているように、基準をクリアーできる人物を採用することで、教員の

質の確保の問題はある程度解決できると思います。鹿児島大学農学部では、農学部の教員

選考には連大の基準を当てはめていません。しかし、連大の基幹校である以上、そして今

後もあり続ける意志があるのであれば、もっと責任を果たす必要があるのではないでしょ

うか。 
 

一般セミナー：お恥ずかしい限りですが、代議委員になって初めて一般セミナーに参加し

ました。参加した学生のセミナーに対する感想を読んで、本当に必要なのだろうかと考え

てしまいました。広い分野の知識を持ってもらいたい、他の分野の学生と交流し、見識を

広めてもらいたいという意図は理解できます。しかし、本当にそうなっているのかという

点については疑問です。昨年度の全てと今年度の 1 つを除くセミナーは英語で行われまし
た。英語で行ったセミナーは留学生には好評ですが、日本人学生には不評でした。一方、

日本語で実施したセミナーは、その逆の評価でした。分野が全く異なると、テクニカルタ
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ームをはじめ理解できないことが多く、それに言語の壁も加わります。当初の目的が果た

しにくいプログラムではないでしょうか。学生のためには、専攻や連合講座ごとのセミナ

ーを増やすといった工夫が必要になると感じた次第です。 
 

博士論文：2月の教授会で一つの学位論文審査が否決されました。学位論文のテーマ選定等
について、考えさせられました。今回の結果は、学位論文のテーマと「農学」との関連性

がうまく説明できなかったことにも原因があると考えています。私は、連合農学研究科に

提出する学位論文である以上、研究テーマは何でも良いというのではなく、その内容は「農

林水産学とそれに関連する分野、農山村地域の住民の経済、社会、文化」に関連すること、

これらと論文内容の間の直接的な関連性が希少であっても、その視点に立ったものである

必要があると思います。また、学位の称号で博士（学術）が散見されます。公開審査会の

質疑応答をみると、研究論文に関するものばかりで、広い学問分野にわたる質問は全くみ

られません。博士（学術）が諸外国の Ph.Dと同等であると認識するならば、少なくとも多
岐にわたる分野について質疑応答が成されるべきであろうと思います。広義の農学は生物

学、化学、物理学、経済学、社会学など広範な分野を含んでいます。したがって、複数の

分野にまたがっているので博士（学術）ということに対し、私は違和感を覚えます。安易

に博士（学術）を出すべきではないと考えています。出す場合には、審査の厳密化も求め

られるのではないでしょうか。 
  
連大は、ここで述べた以外に様々な問題を抱えながらも、多くの教員と事務職員の連携

の下で、日々充実・発展しています。これからは、一教員として連大の運営に協力してい

く所存ですが、代議委員を経験させていただいたおかげで、これまでとは違った関わり方

ができると思います。 
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農学とは何ぞや！！ 

 

                                                    生物生産科学専攻 
                          地域・国際資源経済学連合講座 

                           琉球大学教授 農学部 
                          仲間 勇栄 

 今年２月の研究科教授会で、社会科学系学生の論文が否決された。出席者の４分の３以

上の得票数に、あと３票足りなかったのである。否決票の中には１３票の白票が含まれて

いた。研究科教授会での質疑や、その後の教員の話などから、否決された大きな理由が、

論文のテーマが「農学的ではない」ということであった。 

 われわれ社会科学を専門としている立場からすると、今回の出来事は、無視できない重

大な問題を含んでいるので、あえて一言述べさせてもらいたい。 

そもそも農学とは一体何なのか。ある人曰く、「農学とは生産に関わる学問である」。ま

たある人は言う。「農学とは応用学問である」と。しかし、これらの認識はただ漠然として

いて、感覚的なとらえ方に見える。「広辞苑」では、「農学」とは、次のように説明されて

いる。「農業上の生産技術と経済との原理および応用を研究する学問。広義には水産学・畜

産学・林学・養蚕・農芸化学・農業経済学などを含み、狭義には作物にかかわる育種など

の諸学問をいう」。つまり農林水産業に関わる生産技術・経済の仕組みと応用を研究する、

というのが「広辞苑」の大まかな定義と理解できる。しかし、時代が進むにつれ、学問体

系もオーソドックスな領域から、学問間の境界領域や、あるいは生産と人間生活を含めた

歴史や文化領域まで、農学は幅広く展開してきているのが現状である。ただ単に、農学を

生産技術・経済原理・応用・作物育種の枠内だけで理解し、それ以外の、たとえば境界領

域、生活文化などに関わる研究を排斥する認識があるとすれば、それは農学の進化に逆行

するアナクロニズムと言われても仕方がないだろう。 

今回否決された学位論文は、社会科学系の境界領域を扱ったもので、論文指導教員が厳

正に審査し、そして連大の代議委員会の議決を経て、研究科教授会に上がってきたもので

ある。この論文が代議委員会で問題になったと誤解する教員もいたが、それはこの論文が

農学的かどうかという議論ではなく、提出されたレフリー論文と学位論文のタイトルとの

整合性から、３報のうち１報が第２論文に回されただけの話である。 

今回の論文否決をみて、学生の教育・研究とは何なのかを考えさせられた。学位論文の

取得は、学生の一生を左右する重大事である。学生の教育・研究に命を削って奉仕してい

る先生方も多くいることも承知している。一定のレベルに達したと判断されたから、学位

審査委員会でパスしたと思う。論文審査に携わった先生方が、その論文の内容をよく把握

していることは間違いない。今回のように研究科教授会で疑義が出た場合、学位審査委員

のメンバーのどなたかが一言説明してほしかった、というのが私の正直な思いである。そ

れによって事態が変わったかも知れないからである。 

願わくば、この学生に再度チャレンジしてほしい。聞くところによると、所属大学でそ

のケアを考えているとのこと。研究をさらに深め、次回、すばらしい論文を提出すること

に期待しよう。 

連大代議委員の２年間は、あっという間に過ぎてしまったような気がする。最大の収穫

は、それぞれ専門の違う先生方と知り合い、おいしい料理を食べながら焼酎交流ができた

ことである。私自身、連大代議委員会での寄与はほとんどなく、自分の収穫だけで申し訳

ないと思っている。研究科長・科長補佐をはじめ、代議委員や事務の方々には大変お世話



14 
 

になった。末筆ではあるが、御礼を述べて、退任の言葉に代えさせていただきたい。 

Tandy Gaa Tandy！！（沖縄宮古島の方言で、“大変ありがとうございました”の意味）。 
 

 

代議委員を終えて思うこと 

 

                                                        応用生命科学専攻 
                            食品機能科学連合講座 

                             琉球大学教授 農学部 
和田 浩二 

 

 平成 20、21年度の 2年間の代議委員を終えることとなりました。この間、1年目は青木研
究科長、2 年目は菅沼研究科長、そして 2 年間を通して杉元科長補佐をはじめ、各構成大学
の代議委員の先生、連大事務局の皆様には大変お世話になり、感謝を申し上げます。当初、

鹿児島への 2年間はとても長いと思っていましたが、終わってみるとあっという間の感です。
一方で、業務は多岐にわたり大変でしたが、いろいろと勉強もさせていただきました。 
 1 年目はいきなり共通セミナー（一般）が琉球大学の担当で、会場もこれまで使用してい
た「メルパルク沖縄」が終了したために、新たに那覇市の「てぃるる」で開催となり、当時

代議委員の酒井先生、仲間先生、琉球大学の事務局の皆さんとともに準備に大変苦労した思

い出が残っております。しかしこの共通セミナーの経験のおかげで会場の詳細（ちょっと使

用規定は厳しいのですが、格安でスタッフも丁寧です）がわかり、今年 6 月には日本食品保
蔵科学会第 59回大会（沖縄大会）を「てぃるる」で開催することになっています。また 1年
目は翌年の改組に向けていろいろと準備がありました。例えば定員管理や単位制、シラバス

作成など博士課程ではこれまで予想しなかったことに遭遇し、おそらく青木研究科長と杉元

科長補佐が一番ご苦労だったと思いますが、上からの制度に内心お互いに不満はありながら

も、現実的な対応ができていったのではないかと思います。 
 2 年目は代議委員の配置上専攻主任も担当したため、教員資格審査委員会や連大主催のセ
ミナーなど新たな業務も増えましたが、1 年目の経験をほんの少し活かし、代議委員会でも
多くの意見を述べさせていただきました。連大の代議委員会のすばらしさは、私がここで述

べるのも恐縮ですが、研究科長および科長補佐を中心に、各代議委員が現実の諸問題への対

応の議論だけでなく、将来的、それも前向きでかつ建設的な議論を活発にできるところにあ

ります。代議委員を終えてほっとしたのもつかの間、本年度は学科長を拝命していますが、

是非学科運営でもこの経験を活かしていければと思います。また 2 年目の最後（3 月）には
連大生の就職先の開拓という企業訪問を行いました。博士課程修了（学位取得）者はかなり

狭い見識（いい意味でひとつの研究テーマに専念）で、チームワークに欠けるような印象を

持っている企業が多く、今後考える必要がある課題が見つかりました。 
 ここまでは堅苦しいことを多く述べましたが、2 年間の代議委員生活で得られたもうひと
つの大きな財産は、所属大学や研究分野の異なる研究者との出会いの場、交流の場です。こ

れは代議委員会という会議の場ではなく、鹿児島大学以外で開催される代議委員会の後や季

節ごとの懇親会（地元のおいしい味覚に接すること）の場で、ひとりの研究者、そして人間

としてお互いに屈託のない意見交換ができ、多くのことを学ぶことができました。特に水産

学部の先生からは初めていろいろと興味ある研究の話などを聞くことができ、今後私の研究
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分野である食品の分野でもご協力できることがないかと考えています。これを機に、沖縄に

お越しのときは是非皆様から声をおかけいただき、また私も機会がありましたら、お知り合

いになりました先生方と再会（地元でのおいしい味覚の楽しみ会、今年は佐賀大学で開催？）

したいと思いますので、よろしくお願いします。 
 最後にこれからも一人の構成教員として、連大の発展に微力ながらお手伝いができればと

考えています。 
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◇新代議委員のあいさつ 

 

足下是黄金地 

 

                                              生物生産科学専攻 
                       地域･国際資源経済学連合講座 

                        佐賀大学教授 海浜台地生物環境研究センター 
小林 恒夫 

 

代議委員は、所属する連合講座と大学の要望を背景に行動すると同時に、その上部組織である連合大学

院そのものの進路に直接かかわらねばならない役割を担う者と理解しますが、では今その具体的な対応は

何かと問われると正直まだその確たる返答内容を持ち合わせておりませんので、今般は、つれづれなるま

まに、パソコンにむかひて、そこはかとなく初心の思いを書き残すこととしました。 
過日研究科長が、文科省から「鹿児島連大の特徴は何か」と問われたと報告されたように記憶しており

ます。実は、この点が鹿児島連大のスタート地点であり原点であると思います。しかし、それに応えるの

は簡単ではないと思いますが、私は目下次のように考えております。 
研究の対象地域は九州・沖縄・アジアの温帯・亜熱帯・熱帯地域であると思います。そして幸い連大生

の過半がアジアからの留学生であることが、対象地域をここに絞り込むことの本連大のこの上ない利点と

なっております。確かに院生数の過半がアジアからの留学生である点は６連大のみならず日本の大半の博

士後期課程に共通する事柄であると聞きますが、アジアを対象地域とするという我が連大こそ、「我々が

我々自身の足下の地域を研究対象」としており、従って当然「その成果は我々自身の地域に還元される」

ことを矛盾なく証明できるからです。 
対象分野は勿論、農林水産業であります。 
そして重要なことは、まず文科省はじめ国民に対して、このことを「ぶれずに」しっかりと示すこと、

そしてそのことを実践することです。そしてその結果、評価を国民から聞くことです。 
この両者は、決して一方的ではなく、双方向的であり、我々としては努力して成しつつ、また評価をも

らいつつ、まだ努力するというように、双方向的であり、またともに常にそれぞれ変化しますので、その

変化に対応していかねばならないエンドレスな過程でもあります。 
対象地域や課題設定の点で、本連大が「島はひとつの世界―環境変動に適応する国際島嶼教育研究拠点

の創造―」というテーマで 2009 年度グローバル COE 計画を提出したことは、まさにこの路線を明確に
示すものと位置づけることが出来、私は高く評価し注目しております。 
また、2005 年度から研究科長裁量経費によって帰国留学生を再度迎えて「アジア農業に関する国際シ
ンポジウム」の実施を毎年重ねてきていることも、その延長線上にある実践であると評価できます。なお

鳥取連大が同様な観点で 2004年度以降 6回にわたって行ってきた「ＷＴＯ体制下における東アジア農業
の現局面」という統一テーマの国際シンポジウムを総括して 2009 年に書籍を出版したことはたいへん参
考になります。 
こうして、エンドレスの対応をしている中で、4 月 20 日に宮崎県で牛への口蹄疫感染が発生し、その
後豚にも飛び火し、ますます拡大し、本稿執筆時でも収束の気配が窺えません。本事件は私にとって２つ

の意味を持ちます。１つは、来春連大受験予定の私の研究室の修士院生が論文「酪農の日本・バングラデ

シュ比較」の作成のための酪農家訪問調査を差し控えざるを得ず、修論作成が崖っぷちに追いやられたこ

とです。もう１つは、本件が一昨年度まで本連大傘下にあった宮崎大学の立地する畜産王国宮崎県で発生
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し、それは同時に本連大の研究対象地域での事件でもあることです。前者は私も正念場に立たされ苦闘し

ていますが、後者は本連大関係者からも科学的知見と対応方策に関する提言が出され、地域貢献が果たさ

れるものと期待しております。まさに足下に課題がひしめいていることを実感した今日この頃です（表題

は友人から教わった禅語です）。 
 

 

 

代議委員就任のご挨拶 
                              農水圏資源科学専攻 
                              生物環境保全科学連合講座 
                              鹿児島大学教授 農学部 
                                      津田 勝男 
 
 この度代議委員になりました津田です。よろしくお願いいたします。鹿児島大学農学部生物生産学科

病害虫制御学講座害虫学研究室に所属していますので、普段は｢害虫の津田｣と名乗っています。こちら

の所属はすらすら言えるのですが、連大の所属については正直なところ書面を見ないと正確に言えませ

ん。代議委員になる際も連合講座の代表としての代議委員と思っていたところ、｢講座外｣としての代議

委員であることを初めて知った次第です。この程度の認識でしたので現時点ではいささか心許無い状態

ではありますが、これから勉強して 2年間の任務を遂行していきたいと思います。当面は先輩の皆様が
苦労して築きあげてくださったレール(ルール？)を理解することから始めたいと思います。このように
呑気に構えていたところ、先日の第 1回代議委員会で、入学試験検討委員会の委員長、教務委員会委員、
奨学金返還免除候補者選考委員会委員、さらに企画・評価委員会委員という役割が与えられました。責

任重大なのか？役割の重みさえ分かっていない状態からのスタートになりました。 
 さて、私の専門は昆虫病理学(天敵微生物学)です。とは言っても、前職の福岡県職員の時代は福岡県
農業総合試験場で果樹栽培、土壌微生物、病害虫、企画の部署を転々としました。そのおかげで新しい

仕事に対する適応力はついたのではないかと思います。13年前に鹿児島大学に着任しましたが、前述の
とおり害虫学研究室ですので、害虫や天敵昆虫を始め昆虫一般を扱います。天敵微生物だけを扱うとい

う訳にもいきません。このように専門に対するこだわりは薄れています。代わりに新しいこと、慣れな

い仕事に対してもすんなりと受け入れることが出来るようになりました。さらに年齢を重ねるにしたが

って大学の管理運営に関する役も回ってくるようになりました。研究に没頭していた時期ははるか昔に

なってしまいました。 
大学の教員となって良かったこと、それは、学生さん達が成長していく様子を見ることです。以前は

虫にしか興味がなかったのですが、今はヒトにも興味が持てるようになりました。色々な種類のヒトが

色々な場所(立場)でどのような生態を見せてくれるかを観察しています。連大の代議委員はたいへんだ
と聞いたことがあります。先ず連大のしくみや運営を理解して代議委員としての仕事に慣れる必要はあ

りますが、代議委員になったことによってこれまでとは比べものにならないくらい広い範囲の方々と関

わりを持つことになると思います。このことが楽しみでもあります。 
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挨   拶 

 

 

 

 

農水圏環境科学専攻 

水産資源環境科学連合講座 

鹿児島大学教授 水産学部 

山本  淳  

 

このたび佐野教授の後任として、代議委員を命ぜられた山本淳です。かねてからいずれ代議委員が回

ってくると周囲から言われてきましたが、連大学生の主指導教員の経験がない私に当分それはないだろ

うと高をくくっておりました。正直なところ、これまで入学試験や学位論文の審査くらいが連大との関

わりでしたので、連大の役割や仕組みを理解しているとは言えません、全く恥ずかしい限りです。もっ

と困ったことに、学生時代に博士課程を経験していない私には、学生の気持ちが分からない。代議委員

となった 4 月以降不安な毎日です。5 月の代議委員会が那覇市、翌 6 月が水産学部でと出張やら会議室

の手配が済んだと思えば、この原稿依頼です。あたふたとしている間に日々が過ぎています。私は養殖

魚の病気（魚病）をこれまで扱ってきました。この分野の専門家は宮大に 3名もいて非常に心強かった

のですが、平成 19 年に宮大の離脱に伴って私だけとなり、それも不安に拍車を掛けています。 

22 年度から新たな中期目標・計画期間に突入しました。第 1期の中期目標期間中に設定された多岐に

わたる数多く計画と膨大な作業を原因の一つとした評価疲れの声の一方で、時が過ぎてみればたいした

ことではなかったという声も聞こえます。しかし、第 1期の評価に安堵して立ち止まっているわけには

行きません。連大も鹿大もこれからの 6年間が正念場となることでしょう。連大の入学定員と収容定員

の超過対策、留学生特別コースの設置、日本人学生の修業年限内の学位取得率の向上、質の高い教育の

保証などの連大が抱える諸問題に対して、第 2期中期目標・計画期間中にどのように応えるのか、当面

4 年間の計画は示されました。代議委員として 2 年の任期中に微力ながら盛り立ててゆきたいと考えて

おります。 

2 年間よろしくお願いします。 
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代議委員になって想うこと 

 

 

生物生産科学専攻 

動物資源生産科学連合講座 

琉球大学教授 農学部 

砂川 勝徳 

 

 平成 22,23 年度、動物資源生産科学連合講座の代議委員を勤めさせていただくことになりました

琉球大学農学部の砂川です。私の専門は家畜生理学であり、特に反芻動物の栄養生理、環境生理お

よび脳生理に関して教育研究を行っています。対象動物はヒツジやヤギであります。これまで、畜

産学では脳を除外して多くの研究が行われてきました。そのために、家畜において観察される多く

の現象の機序が解明されていません。そのことを反省して、私は脳を中心とした研究を展開してみ

ようと思います。 

 私は、土、日、祝祭日も休むことなく、1 日 2 回、毎日ヤギの世話をしています。それで、私に

代議委員が勤まるか否か不安でありました。しかし、これまで学生も連大にお世話を頂いておりま

すので、私は身の程も察することなく、代議委員をお引き受けすることに致しました。それで、他

の代議委員の先生方にご迷惑をおかけ致すことがあるかもしれませんが、私なりにできる限り連大

の発展のために頑張りたいと存じます。 

 私はお金で買うことのできない真理の探究に青春を傾注している若者が大変好きです。これらの

学生が連大で青春を完全燃焼できて、一人前の研究者へ成長されるように手助けすることが、私の

悦びの極みであります。何とぞよろしくお願いいたします。 
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◇新入生の素顔 
 

【生物生産科学専攻】 
農林資源・経営学連合講座 

 

                           Rampathige
ﾗ ﾝ ﾌ ﾟ ﾃ ｨ ｹ ﾞ  

 Indika
ｲ ﾝ ﾃ ﾞ ｨ ｶ  

 Ruwan
ﾙ ﾜ ﾝ  

 Prasanna
ﾌ ﾟ ﾗ ｻ ﾝ ﾅ

（Sri Lanka） 

 
研 究 題 目：  
主 指 導 教 員：白武 義治（佐賀大学） 
第一副指導教員：小林 恒夫（佐賀大学） 
第二副指導教員：岩元  泉（鹿児島大学） 
 
休学（平成20年10月1日～平成22年9月30日） 
ニュースレター31号で案内します。 
 
 

【生物生産科学専攻】 
地域・国際資源経済学連合講座 

                                
 

ｱﾝﾄﾝ  ｾﾃｨｵ ﾇｸﾞﾛﾎ 
Anton Setyo Nugroho (Indonesia) 

 
Title of Research :  Development and Environmental Change caused by  
                                      Transmigration (Transmigrasi) in Indonesia 
Advisory Professor :  Prof. Tsukasa INAOKA (Saga University) 
First Vice-Advisory Professor:  Prof. Tsuneo KOBAYASHI (Saga University) 
Second Vice-Advisory Professor:  Prof. Kunihiro AKIYAMA (Kagoshima University) 
 

I am Anton Setyo Nugroho, an Indonesian.  I was graduated my bachelor degree at Faculty of Fisheries 
and Marine Sciences, Bogor Agriculture University in 2004. After that, I worked in the Ministry of Marine 
Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia. I worked as a staff in the Directorate of Coastal Community 
Empowerment, Director General of Marine, Coastal and Small Islands. My activities focused on coastal 
communities empowerment such as involved them organization, to develop their skills, business assistance, 
technology improvement and women empowerment.  In October 2007, I came to Japan through 
Monbukagakusho Scholarship and study master's course of PSJP (Postgraduate Special Joint Program) at 
Saga University. I joined with Department of Resources Management and Social Science, Faculty of 
Agriculture and have finished my master studies on September 2009. 

At present, I am a doctoral student at The United Graduate School of Agriculture Science, Kagoshima 
University. My research topic in doctoral course is “Development and Environmental Change caused by 
Transmigration (Transmigrasi) in Indonesia. Indonesian government started transmigration program 
(transmigrasi) in 1905 to move landless people from densely populated areas of Indonesia (mostly Java Island) 
to less populous areas of the country (e.g. Papua, Kalimantan, Sumatra, and Sulawesi). Transmigration has 
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been continued up to present, with some changes in the procedures.  Now the stated purposes of the program 
are 1) to reduce the considerable poverty and overpopulation on Java, 2) to provide opportunities for 
hard-working poor people, and 3) to provide a workforce to better utilize the natural resources of the outer 
islands. People who participated in the program have been poor or from poor communities.  They wished to 
change their lives and increase prosperity. In the fact, they faced the following problems in the newly 
transmigrated area, i.e., 1) environmental degradation due to increased migrant population, 2) human health 
problems (inadequate facilities, infectious diseases or malnutrition), and 3) social problems (inadequate 
educational facilities, low income, and social conflicts with indigenous people). My PhD-study will help those 
problems be clarified and taken into consideration to make the future transmigration program much better. 

By the way, I would like to give special thanks to Prof. Tsukasa INAOKA for accepting me as his PhD 
student, and other teacher for encouragement, assistance and supports.  Now, the journey as a PhD student 
has just begun. I hope my research will be finished on three years and sincerely hope that results will contribute 
to my country development. 

 
 

【応用生命科学専攻】 
食品機能科学連合講座 

 
 
                             ｱﾝﾃﾞｨ ﾇﾙ ﾌｧｲﾀ  ゙ ﾗｰﾏﾝ 

             Andi Nur Faidah Rahman (Indonesia) 
 
Title of research : Purification and Characterization of the 
              Phloroglucinol Oxidase from Cruciferae Vegetables 
Advisory Professor :  Shuji Fujita (Saga University) 
First Vice-Advisory Professor :  Nobuyuki Hayashi (Saga University) 
Second Vice-Advisory Professor  :  Toshihiko Suganuma (Kagoshima University) 
 

My full name is Andi Nur Faidah Rahman and my short name is Faidah. I was born in Indonesia in 
1983. I completed my bachelors degree in Food Science, Hasanuddin University in 2004, and in 2005, I got my 
master at Department of Postharvest Technology, Bogor Agricultural Institution, West Java, Indonesia. 

In my country, I work as a lecturer at the Department of Food Science, Hasanuddin University, started 
from 2008. One year after that, I got an opportunity to continue my PhD degree in the United Graduated 
School of Agricultural Sciences, Kagoshima University. I do my research in the Laboratory Food Biochemistry, 
Agriculture Faculty, Saga University, under the scholastic guidance of Shuji Fujita, PhD, Nobuyuki Hayashi, 
PhD and Toshihiko Suganuma, PhD. 

My research is focus on Purification and Characterization of the New Type of Phloroglucinol Oxidase 
(PPOs) which is only oxidase 1,3,5 trihydroxybenzen, such as Phloroglucinol and Phloroglucinol Carboxylic 
Acid were widely distributes in Cruciferae vegetables such as Broccoli, Japanese Radish, etc.. As we know PPO 
catalyses the oxidation of phenolic compounds to produce brown color in damage tissues of fruits and 
vegetables. Therefore, PPO is the most damaging of enzymes in color deterioration (browning) of plant foods, 
with resulting decrease the quality and commercial value of fruits and vegetables.  I hope the results of 
my research can contribute the benefit for our education. 

This time, I want to extend my special thanks to Prof. Shuji Fujita for his kind supervision. 
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【応用生命科学専攻】 
先端応用生命科学連合講座 

              
 

              ﾗﾆｲ ｱｸﾞｽﾁﾅ ｳﾗﾝﾀﾞﾘ 
                       Rani Agustina Wulandari(Indonesia) 

          
Title of research : Identification of new biochemical compound 

             (secondary metabolite) of Paederia plants 
Advisory Proffesor : Kanji Ishimaru (Saga University) 
First Vice-Advisory Proffesor : Ryoji Matsumoto (Saga University) 
Second Vice-Advisory Proffesor  : Tomoaki Matsuo (Kagoshima University) 
 
It`s my pleasure to introduce myself. I’m Rani Agustina Wulandari, I came from Yogyakarta city, Indonesia. 
I`m a lecturer at Faculty of Agriculture, Gadjah Mada University, Yogyakarta. I had completed my Master 
degree in Plant Breeding program, Gadjah Mada University, my master`s research title was “Inbreeding rate 
estimation of Melaleuca cajuputi subsp. cajuputi with isozyme marker”. I was blessed enough to receive the 
scholarship from Directorate General of Higher Education (DGHE), The Ministry of National Education of 
Indonesia for my doctoral course. I came to Japan in August 2009, and I was accepted as Doctoral course 
student at Kagoshima University (Rendai student at Saga University) at October 2009. My research for 
Doctoral course title is  “Identification of new biochemical compound (secondary metabolite) of Paederia 
plants”, under the supervision of Proffesor Kanji Ishimaru (Saga University). The objectives of the research are 
to identify one or more new biochemical compound (secondary metabolite) of Paederia plants. The materials of 
the research are leaves of Paederia scandens (Lour) Merr (Japanese Paederia) and Paederia lanuginosa 
(Vietnamese Paederia, used as food material). After the biochemical compound identification of the Paederia 
plants, I will determine the biofunctional activity (anti-oxidation) of the compound. I do hope that I can enjoy 
my life at Saga with the support of my renowned supervisor, fellow mates, and friends, so I will complete my 
Doctoral course well and encourage my knowledge here. Thank you. 
 
 
                                   ｷﾞﾝﾃｨﾝ ｴﾙﾌｨ ﾘｶ 

  Ginting  Elvy Like (Indonesia) 
Title of research :  Structure and function of inorganic pyrophosphatase from 
                Antarctic psychrotroph Shewanella sp.  AS-11 
Advisory Professor :  Keiichi WATANABE  (Saga University) 
First Vice-Advisory Professor :  Yoichiro HAMA (Saga University) 
Second Vice-Advisory Professor:  Yashushi SUGIMOTO (Kagoshima University) 
Assistant-Professor :  Hiroyuki MOTOSHIMA  (Saga University) 

 
It is a great opportunity for me to introduce myself in this newsletter.  I am Ginting Elvy Like, from 

Indonesia.  I obtained my bacheelor degree in Fisheries from the University of Sam Ratulangi, 
Manado-Indonesia in 1990. Right after, I joined with the same University as an assistant lecturer.  In March 
1995, I got my master degree from Bogor Agricultural University, Bogor-Indonesia.   

October 2009, I entered my PhD course,  in Course of Biological Science and Technology (Major chair 



                                                                

23 
 

of Advanced Life Science).  I would like to express my sincere gratitude to my supervisor  Prof. Keiichi 
WATANABE for accepting me as his PhD student and doing research in his laboratory.  I also would like to 
thank our Government through Directorate General for Higher Education (DIKTI) of Indonesia for providing 
the scholarship. 

 My research plan for my PhD course is structure and function of inorganic pyrophosphatase from 
Antarctic psychrotroph Shewanella sp. AS-11. Hopefully, I would be able to get many experiences from this 
research.  Futhermore, the results of this research can give great contribution for biotechnological processes in 
my country. 

 
 

【農水圏資源環境科学専攻】 
生物環境保全科学連合講座 

 
 

                                         小川
おがわ

 哲
てつ
治
じ
 （日本） 

研究題目：塊茎にえそ症状を起こすジャガイモYウイルスの 

集団遺伝構造と防除に関する研究 

主指導教員：大島 一里（佐賀大学） 

第一副指導教員：草場 基章（佐賀大学） 

第二副指導教員：岩井 久（鹿児島大学） 

 

 はじめまして、佐賀大学に所属しています小川哲治と申します。長崎県の佐世保市出身です。15 年前に佐賀大学

の修士課程を修了し、長崎県職員として就職しました。現在は、長崎県農林技術開発センター馬鈴薯研究室に勤務し

ており、ジャガイモの様々な病害虫の生態解明や防除技術の開発に関する研究を行っています。今回社会人として再

度大学院に入学するチャンスを得ることができましたので、一生懸命頑張りたいと考えています。大学院ではジャガ

イモ栽培で近年問題となっている「塊茎えそ病」という病気の病原ウイルスであるジャガイモYウイルスについて、

その集団遺伝構造解析と防除に関する研究を行い、研究成果をジャガイモの安定生産に役立つものにしたいと考えて

います。 

 共通セミナー等で皆様とお会いできることを楽しみにしています。よろしくお願いいたします。 

 

 

                 ﾏﾊ ﾗｸｼｬ ﾑﾃﾞｨｱﾝｾﾗｹ  ゙ ｱﾝｼﾞｬﾆ ﾜｼｾﾗ ｳｨﾗｾｶﾗ 
Maha Laksha Mudiyanselage Anjani Wathsala Weerasekara（Sri Lanka） 

 
研 究 題 目：  
主 指 導 教 員：井上 興一（佐賀大学） 
第一副指導教員：染谷  孝（佐賀大学） 
第二副指導教員：境  雅夫（鹿児島大学） 
 
休学（21年10月1日～平成22年9月30日） 
ニュースレター31号で案内します。 
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【農水圏資源環境科学専攻】 
水産資源環境科学連合講座 

 
 
                                 ﾄﾐｰ ｼﾞｬﾝｾﾝ 

          Tommy Jansen (Indonesia) 
 
Title of research:  The performance of inclined wave absorber  

with horizontal and vertical grate 
Advisory Professor :  Ryuichiro Nishi (Kagoshima University) 
First Vice-Advisory Professor:  Ritsuo Shigehiro (Kagoshima University) 
Second Vice-Advisory Professor:  Takashi Jitozono (Kagoshima University) 
 

I am from Indonesia a nation usually mentioned as an archipelago nation,had more than 3,700 islands and 
seashore area as long 80,000 km. My name is Tommy Jansen , I entered the United Graduate School of 
Agriculture Sciences of Kagoshima University in October 2009 for my doctoral degree under the major chair 
Fisheries Science on Resources and Environment especially in coastal engineering. 

I obtained my Bachelor of Civil Engineering in 1984 from Sam Ratulangi University in Manado,North 
Sulawesi,Indonesia. I got my Master’s degree in 2004 from Gadjah Mada University Civil Engineering 
Faculty/coastal engineering,Yogya karta,Middle Java,Indonesia. 
Now I have an opportunity and I am very happy to study at The United Graduated School of Kagoshima 
University. 

My research mainly focus on wave breaking and wave absorber. Purpose of the research is to know the 
performance of absorber to absorb the energy of wave by horizontal and vertical grate incline  absorber due to: 

- Building structures : grate profile diameter ( D), interval of grate profile ( b) , form of absorber, 
construction grade , porosity ( Np). 

- Wave : incident wave height ( Hi), wavelength (L) , wave period ( T). 
Wave absorber is a structure to break and reduces wave energy. Wave propagates through barrier to get away 
water ( porous), some of its energy will be broken or losed through friction process, turbulensi, partly again are 
bounced and the rest is continued ( transmission ) in the end is broken through  breaking wave. Level of wave 
energy that be broken,reflected and continued depended from wave characteristic ( period and wave height) and 
structures type ( porosity and roughness), geometric  structures ( inclination,height and peak width). Result of 
assaying obtained from  supervision in laboratory, by using function of parameter having an effect on to 
reflection Coefficient ( Kr). Using of best parameter is assumed representative as guidance in plan of wave 
absorber . 

Hopefully the results of this research will contribute to the science. 
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【生物生産科学専攻】 
熱帯資源・植物生産科学連合講座 

 
 
                                       ｷｪｯﾄ ｳﾞｧﾝ ﾌｨﾝ 

Huynh Van Kiet (Vietnam) 
 

Title of Research:  Studies of temperature effects on  
sheath blight resistance in rice (Oryza sativa L.) 

Advisory Professor:  Akihiro NOSE (Saga University) 
First-Vice Advisory Professor:  Toyoaki ANAI (Saga University) 
Second-Vice Advisory Professor:  Yoshinobu KAWAMITSU (University of the RyuKyus) 
 

It is a great chance for me to introduce myself in the issue No.30 of the Newsletter. My name is Huynh 
Van KIET (Kiet for short). I come from Viet Nam, a country located in the eastern rim of the Indochina 
peninsula in the South East Asian inter-tropical monsoon zone with nice sandy beaches and country’s exporter 
such as rice (world’s second-largest exporter), pepper (spice; world’s largest exporter) etc; and rich world’s 
natural and cultural heritage (The My Son Sanctuary, Ha Long Bay, Hue citadel's vestige complex, Hue Royal 
Court Music etc). 

In 2000, I completed the undergraduate course in Biology from Hue University, and I then obtained the 
master degree in Plant Physiology and Biochemistry from Hue University in 2005. Before coming Japan, I was 
a lecturer in the College of Food Industry which belongs to Ministry of Agriculture and Rural Development, 
Vietnam.  

Now I enrolled in the doctor of philosophy course in the United Graduate School of Agriculture 
Sciences, Kagoshima University under the supervisor Prof. Akihiro Nose at the Laboratory of Tropical Crop 
Improvement, Faculty of Agriculture, Saga University and carrying out my research with title the “Studies of 
temperature effects on sheath blight resistance in rice”. As we known, temperature effects and sheath blight 
disease (caused by Rhizoctonia solani) are the most important limiting factors that often affect rice production 
and yield. Therefore, I will investigate the physiological, biochemical, and molecular changes of sheath blight 
resistant line to cold stress. In addition, I also study on the lignin deposition mechanism on the aspect of 
biochemical and molecular levels. And I study temperature effects on the lignin deposition in sheath blight 
resistant line.  

I do hope under help of my advisory professors, my research will provide to the useful information for 
rice breeders and above general plant breeders. 
 

 

趙
チョウ

   鑫
キン
（中国） 

 

研究題目：ダイズの子実生産に対する窒素制御機構の解明 

主指導教員：有馬 進（佐賀大学） 

第一副指導教員：鄭 紹輝（佐賀大学） 

第二副指導教員：佐々木 修（鹿児島大学） 
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私の修士論文の研究では、ダイズは大量な窒素需要に備えて子実肥大期までには葉に大量の窒素を蓄積し、後に子

実へ転流させていること、葉における窒素蓄積量は品種によって異なり、必ずしも蓄積量が多いほど子実収量が高く

ないこと、および子実登熟期に培養液による供給窒素量が多いほど子実収量が多かったことを明らかにした。これら

の結果から、ダイズでは子実肥大に対する窒素の制御機構は単純ではないことが示唆され、子実肥大には葉に貯蓄さ

れた窒素と、その時期における土壌からの吸収窒素の両方が子実成長を制御しているのではないかと推測できる。 

そこで、私は博士後期課程では、ダイズ子実収量の大きな制限要因である子実肥大期の窒素同化のメカニズムを解

明するために以下の実験を行う。 

実験1．ダイズ栄養器官における窒素の貯蓄能力の評価 

育成地が異なるダイズ約50品種を用いて圃場栽培し、窒素濃度が最高期に達する子実肥大開始前（R5）、および

子実肥大終了期（R7）の葉をサンプリングし、窒素含量を測定する。同時に、成熟期において子実収量および子実窒

素含量を測定し、両者の関係を解析することによって、葉における窒素蓄積が子実収量への役割を明らかにする。 

実験2．子実肥大期における窒素供給がダイズの葉の老化に及ぼす影響 

子実肥大期に土壌からの窒素供給を人為的に調節し、それによる葉の貯蓄窒素の変化、葉の老化への影響を解析す

る。具体的には根粒の着生程度の異なる品種を用い、砂栽培したダイズについて、子実肥大期より培養液の窒素濃度

のみを調節し、葉のSPAD値、葉内窒素含量、光合成速度、葉の老化の遅速および子実収量への影響を調査する。 

実験３．葉における栄養貯蔵タンパクの様態およびその役割の解明 

圃場栽培したダイズについて、開花後週1回上位の活動中心葉をサンプリングし、栄養貯蓄タンパクの定量を行う。

さらに、2次元電気泳動により貯蔵タンパクの同定も行い、葉の老化を引き起こすタンパクを見つける。 

 
                              

富 永
とみなが

 晃
あき
好
よし
（日本） 

 
研究題目：ABA低感受性ミヤコグサ変異体enf1の原因遺伝子同定 

主指導教員：鈴木 章弘（佐賀大学） 

第一副指導教員：有馬 進（佐賀大学） 

第二副指導教員：松尾 友明（鹿児島大学） 

 

初めまして。生物生産科学専攻の富永晃好です。鈴木章弘准教授（佐賀大学）のもとで、マメ科のモデル植物で

あるミヤコグサと、根粒菌の共生関係について研究を行っています。 

マメ科植物は土壌細菌である根粒菌と共生し、化学物質シグナル交換を通じて共生関係を成立させ窒素固定を行

なっています。近年、共生メカニズムにおいて、植物ホルモンが非常に重要な役割を果たすことが明らかになってき

ています。その中で、アブシジン酸(ABA)はマメ科植物において根粒形成を負に制御することが報告されており、マ

メ科のモデル植物であるミヤコグサ(Lotus japonicus) では、植物の成長に影響を与えない濃度のABAにも過敏に反

応し、根粒数が減少することが分かっています。私は修士課程在籍中に、ABA低感受性であるenf1変異体(enhanced 

nitrogen fixation 1)を単離し、特徴解析を行いました。この変異体は野生型に比べ、根粒数だけでなく、窒素固定

活性も約2倍まで上昇していました。また、enf1は根粒内の一酸化窒素 (NO)濃度が低く、nifH遺伝子の発現量は増加

せずに窒素固定活性が上昇していました。NOは窒素固定活性の阻害剤として古くから知られており、ABAシグナル伝

達物質として生成されることから、enf1の窒素固定活性上昇は、内生ABA濃度の減少に伴う根粒内のNO発生量減少が

主要な原因の１つであると考えられます。また、enf1は種子の100粒重も増加していたことから、ダイズ等の作物に

応用する上でも非常に有用です。そこで博士課程では、ENF1遺伝子の同定を中心に研究を行っていきます。 

今年度は、一般セミナーが佐賀大学で開催されるとのことなので、佐賀について何か分からないことがあれば是

非連絡してください。同じ年に博士課程に入学したのも何かの縁だと思うので、全員で協力しながら頑張っていき

たいです。 
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では、佐賀で皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます！ 

                      
  

M s t
ﾓｻﾏﾄﾞ 

. Hasnunnahar
ﾊ ｽ ｽ ﾝ ﾅ ﾊ ﾙ

 (Bangladesh) 
 

Title of Research :  Development and Characterization of Male Sterility in Eggplant  
(Solanum melongena L.) Utilizing the Cytoplasms of Wild Solanum Species  

Advisory Professor :  Shiro ISSHIKI (Saga University) 
First Vice-Advisory Professor :  Kanji ISHIMARU (Saga University) 
Second Vice-Advisory Professor :  Masashi YAMAMOTO (Kagoshima University) 
 

Greetings to all. After graduation in Agriculture from Khulna University, Bangladesh, I received Master’s 
degree from Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Gazipur, Bangladesh, with 
specialization in Horticulture. Presently, I am a doctoral student at the United Graduate School of Agricultural 
Sciences, Kagoshima University. I got the opportunity to carry out my research in the Vegetable and 
Ornamental Horticulture Laboratory, Saga University. 

In my doctoral study, I will research on male sterile lines of eggplant, which could potentially contribute to 
simplify and reduce the labor and cost for hybrid seed production and seedless fruit production of eggplant. To 
develop cytoplasmic male sterile lines, wild Solanum species will be used as non-recurrent seed parent (the 
cytoplasm donor) and cultivars of eggplant as recurrent pollen parent (the nucleus donor). To understand the genetics 
of fertility restoration systems of cytoplasmic genetic male sterile eggplant, inheritance pattern of the 
fertility-restoring gene will be elucidate by genetic analyses of test cross progenies and selfed ones. To find out 
suitable cytoplasm substitution lines for production of F1 hybrid seeds and high quality seedless fruits, 
characterization of the developed male sterile lines will be done. 

With great pleasure, I would like to extend my deepest gratitude to the stuff of the United Graduate School of 
Agricultural Sciences, Kagoshima University, for selecting me as an entrant for the doctoral course. I would like 
to express my sincere thanks and profound gratitude to my supervisors, Prof. Shiro ISSHIKI, Prof. Kanji ISHIMARU and 
Prof. Masashi YAMAMOTO for accepting me as their student.  

 
                              

                               大 城
おおしろ

 正 信
まさのぶ

（日本） 

 

研 究 題 目：沖縄における食用アマランサス（Amaranthus spp.）の生育特性、 

収量および品質に関する研究 

主指導教員  ：モハメド アムザド ホサイン（琉球大学） 

第一副指導教員：赤嶺 光 （琉球大学） 

第二副指導教員：野瀬 昭博（佐賀大学） 

 

 はじめまして、私は琉球大学配属の大城正信と申します。かなり以前に鹿児島大学農学部大学院農学研究科修士課

程を修了。その後、沖縄県立農林高等学校で勤めておりました。職務内容は園芸関係畑を中心に仕事をしておりまし

たが、定年で退職し昨年から琉球大学農学部フィ-ルド科学教育研究センタ－にて研究生として科学的な追究の真髄

を指導されました。これまで野菜園芸の研究調査をしてきた経緯があり、沖縄での夏場に不足する葉野菜の新規野菜

としての可能性を探る研究に注目しました。 

博士課程のテ－マは「沖縄における食用アマランサス（Amaranthus ｓｐｐ.）の生育特性、収量および品質に関す

る研究」です。アマランサスは豊富なビタミン類やミネラルなどから作物としての利用価値の高く、栽培学的な知見

が乏しい。よって生長解析、季節的動態、施肥の影響について検討し、作物としての生育、収量および品質に関する

諸特性を明らかにすることを目的としています。 
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鹿児島大学大学院を修了後かなり年数が経っていますが、縁あって再び私が学生として学ぶ機会が得られましたの

も沢山の方々のご支援、ご協力の賜ものと感謝しております。優秀な先生方にご指導いただきながら、研究に精進し

たいと考えています。この年齢で今いちど体にムチ打って学究に努力と情熱を注ぎたい一念でおります。セミナ-で

何度かお会いできるかと思います。皆様どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

 
生物生産科学専攻 

動物資源生産科学連合講座 
 
 

                                  青野
あおの

  晃
あきら

（日本） 

 
研究題目：ウシ卵核胞期卵子の凍結保存法の確立 
主指導教員：和田 康彦（佐賀大学） 
第一副指導教員：川原 学（佐賀大学） 
第二副指導教員：三好 和睦（鹿児島大学） 
 
私は、家畜繁殖学を学んでおり、その中でも生殖細胞の凍結保存に関する研究を行ってきました。現在の研究は、修

士課程から引き続き、ウシ卵子の凍結保存、具体的にはウシ卵核胞期卵子の凍結保存の研究をしています。博士課程

でより良い研究が出来ればと思っております。 
 
 

                                長 友
ながとも

 啓
ひろ
明
あき
（日本） 

 
研究題目：ウシ胚盤胞期胚の細胞分化機構の解明 
主指導教員：和田 康彦（佐賀大学） 
第一副指導教員：川原 学（佐賀大学） 
第二副指導教員：建本 秀樹（琉球大学） 
 
研究内容 
私は、分化について分子生物学的な手法等を用いて研究しています。初期胚において将来主に胎子になる細胞と主

に胎盤になる細胞とに分岐することは、哺乳類において最初の分化であり共通の現象です。しかし、この最初の分化

に関る遺伝子は種によって異なっていると考えられています。不思議ですね。そこで私は、ウシにおいて分化に関係

している遺伝子を見つけることを目標としています。 
 

                             Aye
エー

 Aye
エー

 Maw
モ ー

 (Myanmar) 

Title of Research :  The Study on Application of Insertion and Deletion 
 (Indel) Polymorphism as Genetic Marker 

Advisory Professor :  Shin OKAMOTO (Kagoshima University) 
First Vice-Advisory Professor :  Hou TAK HING (Kagoshima University) 
Second Vice- Advisory Professor :  Yasuhiro KAWAMOTO (University of Ryukyus) 
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Hello, everybody!  I am Aye Aye Maw from MYANMAR. 
 I got my first degree (Bachelor of Veterinary Surgeon) from University of Veterinary Science (UVS) Yezin 
Where I got my second degree (Master of Veterinary Science) in 2004. After graduation from University I joined 
to UVS to employ as a teaching staff. And then I got Monbukagakusho scholarship in 2007. I entered the 
Master degree course at the Faculty of Agriculture, Kagoshima University in 2008, April. My research works in 
Master course was studying about the genetic variability of Myanmar native chickens by using insertion and 
deletion polymorphism of DNA as genetic markers. For Doctoral course, research works were mainly focused on 
the application of Indel markers for studying genetic diversity of native chickens from Asia and Phylogenetic 
relationship between Avian Species Such as pheasant, quail, turkey etc. 
I am very glad to have the opportunity to study basic and advanced technologies of Molecular Biology in United 
Graduate School of Agricultural Science of the Kagoshima University because I could improve my knowledge 
and skill which are very important not only for conducting research works but also for academic teaching in my 
home country.  
That’s why I would like to express hearty thanks and deepest gratitude to my Professor “Shin Okamoto” for 

his continuous advice, constant supervision and valuable suggestion. I wish to convey my warmest thanks to 
Associated Professor “Shimogiri Takeshi” and Researcher Kawabe Kotaro (FSRC) for their positive advice, 
opinions and constructive comments. At last, I like to oblige to the Ministry of Education Affairs of Japan for 
granting me “Monbukagakusho” scholarship. 

 
                                                 

                                 主税
ちから

 裕樹
ゆうき

(日本) 

 
研究題目：山羊の合理的飼養技術開発に向けた行動管理に関する研究 
       －群管理ならびに放牧管理向上のための行動学的アプローチ－ 
主指導教員 ：中西良孝（鹿児島大学） 
第一副指導員：髙山耕二（鹿児島大学） 
第二副指導員：尾野喜孝（佐賀大学） 
 
 みなさん，初めまして．２２年度入学の生物生産科学動物資源生産科学連合講座の主税裕樹と言います．私は“山

羊の合理的飼養技術開発に向けた行動管理に関する研究”を行っています． 
 食料問題が世界規模で問われている今日，山羊が重要家畜の 1 つとして再認識されています．山羊は環境適応性
を持ち，抗病性に優れ，餌の乏しい山岳地帯や乾燥地帯での生存が可能であるため，現在も発展途上国では食物や衣

類の供給源として山羊が農業生産上重要な位置を占めています．一方，わが国においてもかつては山羊乳が母乳代わ

りとして重宝されるなど自給家畜として広く飼われていましたが，農業の近代化に伴い飼育頭数は激減しました．し

かしながら，近年では山羊肉や山羊乳に機能性食品としての関心が高まるとともに，幅広い食性を活かした山羊放牧

による農地の植生管理が全国各地で散見されるようになり，山羊の価値が再評価され始めていますが，山羊の合理的

な飼養技術は確立しているとは言い難い状況にあります． 
 そこで，山羊の群管理および放牧管理向上を目的とし，行動学的アプローチにより山羊飼育上の問題解決に取り組

んでいます． 
 今後，セミナーなどでお会いした時は，気軽に話しかけて頂けると嬉しいです．３年間よろしくお願い致し 

ます． 
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ﾑｽﾗ ｳｯﾃﾞｨﾝ ｱﾊﾏﾄ  ゙
Muslah Uddin Ahammad (Bangladesh) 

 
Thesis Title:  Mechanisms underlying the prolonged survival of fowl spermatozoa  
                  in the sperm storage tubules of domestic hen 
Advisory Professor:  Kawamoto Yashuhiro, Ph.D. (University of the Ryukyus) 
First Vice Advisory Professor:  Tatemoto Hideki, Ph.D. (University of the Ryukyus) 
Second Vice Advisory Professor:  Shin Okamoto, Ph.D. (Kagoshima University) 

 
First of all, I would like to express my deepest sense of gratitude to the authority of the United 

Graduate School of Agricultural Science, Kagoshima University for selecting me as a student of 3-year doctoral 
course starting from April 2010.  

It’s my pleasure to introduce myself as a citizen of “Bangladesh”, a land of green and diversity, which 
is the largest delta in the World, and is famous for its World’s longest sea beach (Cox’s Bazar), largest mangrove 
forest and reserve of Royal Bengal Tigers. Personally, I am married with a Bangladeshi citizen, and have a son 
of 4 and a daughter of 3 years old. My family has been accompanying me here in Okinawa, Japan since April, 
2007.  

I had completed my Bachelor degree in Animal Husbandry from the Faculty of Animal Husbandty, 
Bangladesh Agricultural University in 2000. I obtained my first Master degree in Poultry Science from the 
same Faculty in 2002. I took my Diploma in Animal Feed from the PTC+, Barnaveld, the Netherlands in 2005.  

In the late 2005, I met a renowned Professor Dr. Nakada Tadashi at the conference held in Thiland, 
and made an appeal for my higher study in Japan. Very fortunately in the following year, 2006, I had been 
accepted as a research student with Japanese Government Monbukagakoshu scholarship under the scholastic 
guidance of Professor Dr. Nakada Tadashi in the Laboratory of Animal Reproduction, Faculty of Agriculture, 
University of the Ryukyus, Okinawa, Japan.  

In 2009, I obtained my second Master degree from the Faculty of Agriculture, University of the 
Ryukyus. During Master course, I performed a thesis of research works entitled “Acquisition of maturity and 
survivability of fowl spermatozoa in the male reproductive organ”  

 
 

【応用生命科学専攻】 
生物機能化学連合講座 

 
                         

 Chompoo
チョンプー

 Jamnian
ジャムニァン

 (Thai) 

 
Title of Research :  Identification and Characterization of Secondary Metabolites in    
                      the Rhizomes of Alpinia zerumbet with Medicinal Properties  
Advisory Professor: Shinkichi TAWATA (University of the Ryukyus) 
First Vice-Advisory Professor :  Hirohide TOYAMA (University of the Ryukyus) 
Second Vice-Advisory Professor:  Toshihiko SUGANUMA (Kagoshima University) 
 
 I am Jamnian Chompoo from Thailand, I did my Bachelor and Master studies at Kasetsart University, 
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Thailand with major in Agriculture. My master thesis research entitled “Selection of Hybrid Maize Varieties for 
Glufosinate Resistance”, under the supervision of Assoc.Prof.Tosapon Pornprom. 

After graduated, I worked as a researcher at Bangkok Seed Industry Co., Ltd. (Charoen Pokphan 
Group). My work included evaluation yield trials of hybrid rice such as preliminary yield trials, advanced trials, 
and on-farm trials. These works developed my skills on crop protection and fertilizer management.  

Since 2006, I have joined in Kasetsart University as a junior lecturer teaching on weed management, 
application of herbicides, cropping systems and some activities related to medicinal plants. I have carried out 
the researches about characterization of bio-pesticide activities and identification of plant natural compounds. 
 My doctoral research focus on Alpinia for medicinal properties, under the supervision of Prof. Shinkichi 
Tawata, University of the Ryukyus. The purposes of this work is to study the antioxidant activities and 
presence of biologically active compound, the medicinal attributes of various extracts of the rhizomes against 
human diseases and isolate, identify and characterize novel bioactive compounds associated with inhibition of 
those diseases from rhizome of Alpinia.  
 
 

【応用生命科学専攻】 
食品機能科学連合講座 

 
 

                           松 隈
まつぐま

 美紀
みき
（日本） 

 
研 究 課 題：咀嚼・嚥下困難者用食品開発に関する研究 
主 指 導 教 員：和田 浩二（琉球大学） 
第一副指導教員：高良 健作（琉球大学） 
第二副指導教員：藤田 修二（佐賀大学） 
 
 この度、私は社会人として応用生命科学専攻、食品機能科学連合講座に入学を許可され、今まで行ってきた 
研究をさらに深めるための研究環境を頂くことができたことを心から感謝しています。 
 現在、健康の維持、増進及び疾病予防に加えて高度な生活の質（QOL）を維持するこが国民の保健医療上の 
重要な課題となっています。そこで、咀嚼・嚥下困難な人へ日常食に近い食事を提供することを目的にタンパ 
ク質分解酵素を用いて、物性や組織構造の変化について形態学的検索や調理の試作や検討を行ってきました。 
日常生活における「食生活」は、健康な身体をつくり維持するために必要な基本的要求です。また、「食行動」は

人が自己決定できる主体的営みであり、食物のおいしさや食べる楽しさを感じることのできる心豊かな食生活は、そ

の人のQOLの向上に直結すると考えられます。しかし、現在、我が国における老齢人口は増加傾向にあり、加齢に
伴う咀嚼や嚥下などの生理機能低下者も多く見られます。そのため、低栄養状態（PEM）に陥りやすく、このよう
な低栄養状態は著しく日常生活動作能力（ADL）や生活の質（QOL）の低下につながると言われています。これら
の事を踏まえて生きることの原点である食について、どのような食材が人体（消化、吸収だけではなく五感を含む）

にどのような影響を及ぼすのか、また、まだ解明されていない食材の機能性を明らかにすることを目的に、咀嚼や嚥

下機能低下者に対応し得る食事について、これまでの研究をさらに展開させ、安全で安心な軟食化された調理法の確

立と食材についての研究を行っていきたいと考えています。また、各分野での方々との交流ができることを楽しみに

しています。 
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【応用生命科学専攻】 
先端応用生命科学連合講座 

 
 

吉田
よしだ

 莉
り
菜子
なこ
（日本） 

 

研究題目：標識による影響のない機能的可視化への挑戦 

～カモフラージュ置換法～ 

主指導教員：渡邉 啓一（佐賀大学） 

第一副指導教員：永野 幸生（佐賀大学） 

第二副指導教員：杉元 康志（鹿児島大学） 

 

佐賀大学所属の吉田莉菜子です。私は、生体分子の可視化法として蛍光標識を用いる場合に生じる問題について研究

を行っています。ここでその研究について少しだけご紹介させていただきたいと思います。近年、蛋白質やペプチド、

DNA等の可視化には蛍光標識がよく利用されます。しかし、観察したい目的分子に蛍光標識を行うと、標識した蛍光

団の性質に依存して分子の大きさや性質が変化してしまうことがあり、その結果、標識後の分子は本来とは異なる挙

動を示したり、元々相互作用をするはずであった分子と作用しなくなってしまうといった問題が生じます。私はこの

ような問題に対しどうにか標識による影響なく分子を可視化することはできないかと考え、蛍光標識体導入における

新たなアイデアを立案しました。まだまだこれから課題は多くありますが、博士課程ではこの方法の検証と確立を行

い蛍光標識における一つの手法として応用できるようになれば、と考えています。 

研究テーマに関しては以上になりますが、ここから私自身について少しご紹介させていただきたいと思います。私は

山口県出身で、佐賀大学入学時に初めて九州に居住することになりました。あまり旅行等をすることも多くなかった

ので、九州圏内で訪れたことのある場所はほんの数か所、鹿児島入りも試験のときが初めてといったかんじです。今

年の特別講義Iは佐賀開催なので少し残念ですが、これから、鹿児島や沖縄など色々な場所でみなさんと一緒に学べ

ることを楽しみにしています。勉学や趣味を通じてみなさんと仲良くなれたら良いな、と思っています。ちなみに趣

味は音楽・映画鑑賞です。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

                                   重田
しげた

 友
とも
明
あき
（日本） 

 
研 究 題 目 ：ブラシノステロイドに調節される転写制御因子群の網羅的解析 
主 指 導 教 員 ：松尾 友明 （鹿児島大学） 
第一副指導教員：岡本 繁久 （鹿児島大学） 
第二副指導教官：穴井 豊昭 （佐賀大学） 
 
鹿児島大学所属の重田友明です。出身は鹿児島で、錦江湾にそびえ立つ桜島が噴き出す火山灰に悪戦苦闘しながら、

松尾先生のご指導のもと研究を行っています。 
私の研究では、植物の成長を促進したり、植物に環境・病害虫ストレスに対する抵抗性を付与したりすることが知

られているホルモン、ブラシノステロイドに注目しています。将来的に農薬としてブラシノステロイドを有効活用す

るために、細胞内におけるシグナル伝達、特にブラシノステロイドに応答する遺伝子の発現が制御される仕組みをタ

ンパク質レベルで調べています。鹿児島で研究を行いながら、世界規模で物事を考察し、研究の質をより一層高めて

いきたいと思います。 
最後になりましたが、日頃の研究活動では接することのない様々な分野の研究に触れ、刺激を受けたいと考えてい
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ます。どうぞよろしくお願いします。 
 
 

                                       十合
そごう

  貴 之
たかゆき

 （日本） 

 
研究題目：ポリフェノールの作用標的分子に関する研究 
主指導教員：侯 徳興（鹿児島大学） 
第一副指導教員：藤井 信（鹿児島大学） 
第二副指導教員：和田 浩二（琉球大学） 
 
 はじめまして。鹿児島大学所属の十合貴之（そごう たかゆき）です。珍しい名字だとよく言われます。。修士課

程を修了後、自分の研究内容にさらに興味を感じ、博士課程へと進学しました。私の研究内容は、ポリフェノールの

作用標的分子に関する研究です。 
さて、皆さんはポリフェノールと聞いてどのようなことを思い浮かべるでしょうか？最近、緑茶ポリフェノール配

合などといったことをアピールしている商品がありますよね？何を隠そう、ポリフェノールは体にいいのです。老化

防止や糖尿病予防など、ポリフェノールの機能を挙げていったらキリがありません。私は、その中でも抗がん作用に

ついて研究を行っています。ポリフェノールはシグナル伝達系に作用し、多くの遺伝子の発現を制御することで、が

ん予防因子として機能すると考えられています。しかし、ポリフェノールの直接的な作用標的分子はまだ明らかにさ

れていません。そこで、ケルセチンの水酸基を修飾した化合物およびアントシアニンを用い、プロテインキナーゼと

の直接的な結合の解析、親和力の測定および結合部位の推定などを行うことによって、ポリフェノールの作用標的分

子を同定することが目的です。さらにそれぞれの親和力などを比較することで、構造と生理機能活性の強さの関わり

を明らかし、ポリフェノールの生理機能を分子レベルで解明したいと思います。 
それでは、皆さんとセミナーなどでお会いできる日を楽しみにしております。これから、よろしくお願いいたしま

す。 
 
 
                                    ﾁﾝ  ｼ 

Qin Si    （China） 
 

Title of Research:  Gene Expression Profiling by Chemopreventive Phenolic Compounds 
Advisory Professor:  De-Xing HOU (Kagoshima University) 
First Vice-Advisory Professor:  Makoto FUJII (Kagoshima University) 
Second Vice-Advisory Professor:  Hirosuke OKU (Saga University) 
 
Introduction: 

Hello everybody! It’s a great opportunity for me to introduce myself here. My name is Qin Si, I come from 
China. I graduated from Hunan Agricultural University, with got my bachelor’s degree in 2003 and master’s 
degree in 2006, then I became a teacher in H. A. U.. Last year (2009) I was send by my university to Kagoshima 
University as a visiting scientist with doing some research work on nutrigenomics. During one year’s hard 
work, I have developed a keen interest in this field, so I decided to further my education here and finally I 
passed the entrance examination for doctoral course after adequate preparation.  

As you may know, polyphenols are undoubtfully very important chemopreventive compounds abstracted from 
plants and surely it will be widely used in food and drugs in the near future because of their chemopreventive 
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functionalities on cancer or other related chronic diseases. My research is to evaluate this function and 
underlying genes targeted by food factors (such as baicalein, myricetin, purpurogallin), and try to illustrate the 
precise molecular mechanism of this excited phenomenon by using gene expression profiling through DNA 
microarray, pathway analysis, bio-plex cytokine array, and other advanced molecular biochemical techniques.   

I would like to express my sincerest appreciation and profound gratitude to Prof. Fuji and Dr. Dexing Hou for 
their invaluable guidance, support, encouragement, patience and accepting me as PhD student. 

 
 

                                         徳 永
とくなが

 雄
ゆう
平
へい

(日本) 

研究題目：リゾーチームにおけるアミロイド形成機構と細胞毒性に関する研究 
主指導教員：杉元康志（鹿児島大学） 
第一副指導教員： 大塚彰（鹿児島大学） 
第二副指導教員： 渡邉啓一（佐賀大学） 
 
皆さんこんにちは。今年度から鹿児島大学・先端応用生命科学講座に入学致しました徳永雄平と申します。学部・修

士課程は、ともに熊本の崇城大学でサイレージ発酵における Lactobacillus 属細菌の硝酸還元性 に関する検討とい
うテーマで研究を行っていました。元々は、実家が鹿児島ということもあり、約六年ぶりに帰郷してきたことになる

のですが、まさか地元の大学に通うとは、思ってもみなかったのでなにか不思議な感じがします。 
こちらでの研究テーマは、リゾチームにおけるアミロイド線維形成機構と細胞毒性に関する研究です。いままでや

ってきた発酵の分野とは異なり、タンパク質を扱い・動物細胞を培養するなど、新しいことを学んでいるので、とて

も毎日が新鮮であるとともに悪戦苦闘の日々が続いています。博士課程から研究課題を変更するということは、ある

意味、厳しいことなのかもしれませんが、少しずつですが努力をしていき貴重な三年間を有意義に過ごしていきたい

と思います。皆さんとは、一般セミナー・学会などでお会いすることがあると思いますが、そのときは、どうぞよろ

しくお願いします。 
 
 
                                      ｼﾃｨ ｽｻﾝﾃｨ  

 Siti Susanti (Indonesia) 
Title of Research:  Studies on Tumor Specific Cytotoxicity of a Herbal Medicine   
Advisory Professor:  Hirosuke Oku (University of The Ryukyus) 
First Vice-Advisory Professor:  Teruyoshi Yanagita (Saga University) 
Second Vice-Advisory Professor:  Masakazu Fukuda (University of The Ryukyus) 
 
Hi!My name is Siti Susanti. I came from Indonesia, a magnificant country in the South-East of Asia. In 
previous time, I studied about Veterinary Science at Gadjah Mada University, Yogyakarta,Indonesia. I pursue 
the degree of Doctor Veterinary Medicine (D.V.M) in 2003. After accomplished the education in University, I 
decided to joint in privat company with the potision as Technical Service Representative. Finally I prefer to be a 
lecturer until the recent time.  
I am interested in Molecular Biosciences. The reason why I choose that field of study because as a veterinarian 
and a lecturer in Animal Agriculture Faculty, I want to improve my knowledge that I have gotten in my 
previous study for developing my institution and my country. My country, Indonesia has a lot of kind domestic 
plant and animal that until recently, they have not been yet utilized optimally. In fact, they have many 
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excellences both genetically and their products result. Several local plants contain a large of active material that 
can be used as herbal to treatment any kind of diseases, for example is cancer. However, their utilization as a 
therapy agent still conventionally or traditionally and the touching of technology has not been yet done 
progressively. By apply on technology to them, someday, somehow, I hope can obtain something that 
advantages to humankind, especially in field of human health with utilize some local plant that having 
pharmacologist effect. I also can advantage local animal as an experiment animal for laboratory trial about that 
therapy agent without ignore the animal welfare. I think by this way, as a veterinarian, I can give my little 
contribution for human prosperity and animal welfare.  
I have some plans having completed master program from foreign country. That plans are practicing knowledge 
that I have ever got for teaching the student, doing some researches  and then apply its result  for having the 
character of good devotion to public, institution, nation and state.To face globalization era especially the 
competition in work scope hence, a college claimed to yield graduate which competence and may understands 
what desired by labor market . 

 
 

【農水圏資源環境科学専攻】 
生物環境保全科学連合講座 

 
                                ｲｽﾗﾑ ｴﾑﾃﾞｨ ｼｮﾌｨｸﾙ 

Islam Md. Shoffikul（Bangladesh） 
 

Title of research :  Development and Evaluation of new apatite materials derived from  
oyster shell or coal fly ash for stabilization of heavy metals in soil 

Advisory professor:  Koichi Inoue (Saga University)     
First vice- Advisory professor:  Daisuke Ueno (Saga University) 
Second vice- Advisory professor:  Sakai Masao (Kagoshima University) 
 
Self Introduction 
I am Islam Md. Shoffikul, a Bangladeshi. My home town is Bogra District, Bangladesh. I have completed my B. 
Sc. (Hons.) and M. Sc. Degrees in Soil Science from Dhaka University, Bangladesh. Then I joined as a lecturer 
in the Department of Soil Science in Chittagong University, Bangladesh in 2006 and got promotion to Assistant 
Professor in 2009. After getting Monboshu Scholarship, I came to Jaga University, Japan in 2009. At present, I 
am a PhD student under the supervision of Koichi inoue, Prof. in Environmental Biosciences, Lab. Saga 
University, Japan. 
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                                     奥 村
おくむら

 悦子
えつこ

（日本） 

 
研究題目：Caenorhabditis japonicaの宿主認識機構 
主指導教員：野間口 眞太郎（佐賀大学） 
第一副指導教員：吉賀 豊司（佐賀大学） 
第二副指導教員：曽根 晃一（鹿児島大学） 
 
私は線虫学分野に所属していて、学部3年の頃からCaenorhabditis japonicaという細菌食性線虫について研究し
ています。モデル生物として世界中で研究が行われているC. elegansの近縁種です。C. elegansが土壌や土壌動物
で幅広く検出され、雌雄同体でクローンとして利用しやすいのに対し、C. japonicaは九州・沖縄に主に生息してい
る亜社会性昆虫ベニツチカメムシParastrachia japonensisから検出され、雌雄異体と生活史は大きく異なります。
昆虫を利用した生活史をもつ線虫は、昆虫を移動・分散の手段としてのみ利用する昆虫嗜好性線虫、保持している共

生細菌の放出・増殖によって死亡した宿主昆虫の栄養分を利用する昆虫病原性線虫、宿主昆虫体内に寄生し、栄養分

を搾取する昆虫寄生性線虫があり、多種存在していますが、このC. japonicaはその昆虫嗜好性線虫の形態にあると
考えられます。ベニツチカメムシでは翅の下、胸部と腹部の体節の隙間で見られますが、C. japonicaは摂食を行わ
ず、宿主の探索や外部環境から身を守ることに特化した形態である耐久型幼虫の状態で、乾燥による活動休止状態に

あります。C. japonicaはどこで宿主ベニツチカメムシと出会うのか。それはベニツチカメムシの雌が産卵・子育て
を行う梅雨の落葉下です。宿主の巣周辺土壌で細菌を食べて増殖し、新たに出現した耐久型幼虫が、孵化したベニツ

チカメムシの幼虫に付着することで達成されます。ベニツチカメムシは年 1 回の繁殖期を除き、ほとんど休眠虫と
して樹上で集団を形成して過ごし、またC. japonicaは土壌中から検出されなくなるため、ベニツチカメムシ幼虫に
付着しなければ、種の存続に関わります。なぜこのような特異的な関係になったのかは謎ですが、これまでの実験で、

周辺に棲む他種カメムシなどには誘引されないことがわかってきたため、宿主と認識している機構を解明していくこ

とを目標にしています。 
 
 

ﾌｩｲ ﾄﾞｸ ﾇｳｴﾝ 
 Huy Duc Nguyen (Vietnam) 

 
Title of Research:  Genetic structure of Turnip mosaic virus  

populations in East Asia 
Advisory Professor:  Kazusato Ohshima (Saga University) 
First Vice- Advisory Professor:  Motoaki Kusaba (Saga University) 
Second Vice- Advisory Professor:  Hisashi Iwai (Kagoshima University) 
 

It is a good opportunity for me to introduce myself to you. My name is Nguyen, I came from Vietnam, 
officially the Socialist Republic of Vietnam. My country is bordered by China to the North, Laos to the 
Northwest, Cambodia to the Southwest and the East Sea. 

I obtained bachelor degree in plant protection from Hanoi University of Agriculture in 2000. After 
graduation, I have worked at Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Hanoi University of 
Agriculture since 2003. 

I was supported by Monbukagakusho Scholarship from Japanese Government as a research student and 
Master student at Faculty of Agriculture, Saga University from 2007 and I graduated in March, 2010 under my 
supervisor Prof. Dr. Kazusato Ohshima. In master course, I have studied the biological and molecular 
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characterization of 64 Turnip mosaic virus (TuMV) isolates collected in East Asia (China, Nepal and Vietnam) 
during 1997-2008. The study is the first report on full genomic sequences of TuMV isolates from Brassica and 
Raphanus plants in Nepal and Vietnam, and on the detection of recombination sites in Vietnamese TuMV. 
Fortunately, I was granted by Japanese Government Scholarship (Monbukagakusho) to continue PhD course 
at Faculty of Agriculture of Kagoshima University. In PhD course, I would like to extend my study using TuMV 
isolates collected in Korea and Japan of East Asia. 

I would like to express my deep and sincere gratitude to my supervisor, Prof. Dr. Kazusato Ohshima, 
Laboratory of Plant Virology, Assoc. Prof. Dr. Motoaki Kusaba, Laboratory of Plant Mycology, Department of 
Applied Biological Sciences, Faculty of Agriculture, Saga University, Prof. Dr. Hisashi Iwai, Laboratory of Plant 
Pathology and Entomology, Faculty of Agriculture, Kagoshima University for accepting me as their PhD 
student. I would like to thank Japanese Government for supporting Monbukagakusho Scholarship for my study 
in Japan. 
 
 
                                 ｴﾘｱｽ ﾁｬｰﾑ 

Elias THIAM (Senegal),  
 

Title of Research:  Effectiveness of forest management in a disturbed area:  
site condition and regeneration ability 

Advisory Professor:  Dr. Tsuyoshi YONEDA (Kagoshima University) 
First Vice Advisory professor:  Dr. Ryunosuke TATENO (Kagoshima University) 
Second Vice Advisory Professor:  Dr. Shigeyuki BABA (University of the Ryukyus,) 

 
Dear readers, 

My name is Elias THIAM. I come from Senegal (Gaston Berger University), a peaceful West African country 
characterized by a great climatic variability going from semi-desert in the northern part to semi arid in the 
south. The availability of natural resources depends on this climatic gradient. Senegal contains an interesting 
animal and plant species that justify the presence of several protected areas. Its sunny coasts, its hospitality, its 
cultural diversity and its wildlife attracts every year several tourists. 
However, owing to drastic changes of climatic conditions and increasing of needs both in urban and rural areas 
(timber, farm extension, fire wood, charcoal production…), forests are nowadays under big threat. I am 
interested in this subject and my arrival in Kagoshima University is partly related to the need of new 
experiences for a better management of forest resources. Population growth and economic development have 
great effects in ecological systems both in developing and developed countries, hence the necessity of technical 
cooperation. 
 My research in Japan focuses on forest-based livelihood, its repercussions on resources evolution, and its 
management efficiency. It is planned to assess (1) requirements of some species and their effectiveness in 
vegetative regeneration (various experiments and treatments); (2) the contribution of sprouting in the 
regeneration process; the sustainability of management system in tropics, Sumatra (Indonesia) and (3) the 
variations in species diversity following factors of disturbances and site condition. 
 The point is to have answers about how reducing deforestation rate while providing environmental, social and 
economic benefits (TFT, PT Forest Carbon, 2009). 
To finish, I should say that it’s a great pleasure for me to be a student of the United Graduate School of 
Agricultural Sciences which has variable experiences in researches and has produced several doctors from 
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various countries around the world.  
I also express my gratitude and my consideration to my Supervisor Dr. Tsuyoshi YONEDA for accepting the 
coaching. He and his laboratory members (including my first Vice Advisor Professor Dr. Ryunosuke TATENO) 
do their best to put me in conditions that allow to finish the Ph.D course within the time required. My regards 
go also to Dr. Shigeyuki BABA, my second Vice Advisory Professor, for his open-mindedness and availability. 
Thanks to all those -from the top to the base- who are working to make students in general and foreign students 
particularly to live in conditions favorable for intellectual and social success. 
With best regards 

 
 

濵
はま
田
だ
 大 輔
だいすけ

（日本） 

研究題目：えびの高原においてニホンジカが樹木実生の生存に与える影響 
主指導教員：曽根晃一（鹿児島大学） 
第一副指導教員：畑邦彦（鹿児島大学） 
第二副指導教員：鈴木信彦（佐賀大学） 
 
はじめまして,鹿児島大学所属の濱田です。近年、ニホンジカの個体数増加に伴って全国で様々な被害が報告さ
れており、鹿児島県と宮崎県の県境に位置する霧島えびの高原でも、ニホンジカの採食による植生への影響が

深刻になってきています。しかし、他の地域では研究・調査が多くされている一方で、えびの高原におけるニ

ホンジカの研究はまだ少なく、これからといったところです。本研究では、ニホンジカが樹木実生の生存に与

える影響を様々な見地から明らかにしていこうと考えています。 
一般セミナーで会うこともありますが、よろしくお願いします。 

 
 

 宮
みや
国
ぐに
 泰史
やすし

（日本） 

 

研究題目：コウシュンシロアリにおける集団の血縁構造と 

        カースト分化時の個体間相互作用の解明 

主指導教員：辻 和希（辻 瑞樹）（琉球大学） 

第一副指導教員：立田 晴記 （琉球大学） 

第二副指導教員：野間口 眞太郎 （佐賀大学） 

 

研究分野；社会性昆虫，生態学，進化生態学，行動生態学 

 シロアリのコロニーは雌雄一対の有翅虫によって創設される．これらは一次生殖虫とよばれ，長期間にわたり女王

と王としてコロニーの生殖活動を担う．女王と王の子である幼体はワーカーや兵アリとして繁殖以外の役割を担う． 

しかし、コロニーから女王や王が消失した場合，女王と王の子の中から，生殖活動を開始する個体が出現し，生殖

虫の役割を補完する場合がある．これらは二次生殖虫と呼ばれ，個体の由来によって成虫型二次生殖虫（群飛前の有

翅虫が居残り生殖するもの）と幼型二次生殖虫（ワーカーとして働く幼体の中から生殖機能を発達させるもの）に大

別される．シロアリでは幼型二次生殖虫がより一般的であり，成虫型二次生殖虫による生殖虫置換は非常に稀だと考

えられている． 

 しかし，これまでの研究から，沖縄島に生息するコウシュンシロアリでは，幼型生殖虫の出現パターンが一般的な

シロアリとは大きく異なるとともに成虫型二次生殖虫による生殖虫置換を行うことが明らかになっている．このよう
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に本種が他のシロアリとは異なる生殖虫補完メカニズムを持つことの背景には，コロニーの生活様式に加え生息地域

の環境要因によって最適な繁殖戦略のモデルが異なることが考えられる． 

 博士課程ではこのような着眼点から，コウシュンシロアリの生態的な特徴について明らかにすべく研究を行う． 

個人情報 

 沖縄生まれ，沖縄育ちの生粋のウチナーンチュである．しかし，方言は話せない．見た目に似合わず料理やお菓子

づくりなどを好む．教育学部の出身であり，小・中学校および高校の専修免許状を持つ．小学校教諭を目指すも教育

実習にて自己の適正に挫折．その後，学部の卒業研究にてシロアリ研究に出会い，研究にのめり込んで現在に至る．

好きな言葉，「望みがあるなら動け」，「思い立ったが吉日・吉時／今日からやる者が成功する」 

 
 

【農水圏資源環境科学専攻】 
地域資源環境工学連合講座 

 
 

                                    高 橋
たかはし

 昌
まさ
弘
ひろ
（日本）  

                             
研 究 題 目 ：        地下水中の物質輸送に関する実験・解析 
主指導教員：        籾井 和朗（鹿児島大学） 
第一副指導教員：中川 啓 （鹿児島大学） 
第二副指導教員：酒井 一人（琉球大学） 
 
  この度、連合農学研究科に入学しました高橋昌弘と申します。現在、日本工営㈱中央研究所に勤務しており、今
年54歳になります。これまで会社（研究所）においては、主として地下水に関わる現地調査や解析業務に携わって
きました。最近は数値解析を中心とした業務、例えば道路建設に伴う地下水影響解析や沿岸域における地下水塩水化

解析等を手掛けています。 
地下水に関わる解析については、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰの進歩とともにこの 20 年で飛躍的に進歩がみられます。1980 年代前
半には、自社で作成した 2次元飽和地下水流動解析がやっとでしたが、現在では 3次元多相流解析や 3次元密度依
存型の移流分散解析を対象としています。またこれらのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを通じて無料あるいは低価格で手に入れ

ることができ、境界条件と水理定数を設定・入力すれば結果を出力することができます。さらにはこの結果をﾋﾞｼﾞｭ

ｱﾙに3次元あるいはｱﾆﾒｰｼｮﾝで表示することも簡単に作成できます。これらの一連の手順を覚えると全く経験のない
人でも結果を出すことができます。 
一方、モデルで現場の現象を再現することは極めて難しい問題です。地盤の構造や透水性などの複雑さ、あるいは

変動する境界条件、涵養量など、現況再現モデルの構築、条件設定は平易にはできません。また複雑な方程式ほど入

力ﾃﾞｰﾀも多くなり、設定が難しくなります。 
種々ある水理定数をどのように設定していくかは極めて重要な問題です。確かに、ﾏﾆｭｱﾙや既往資料にある値を踏

襲して設定することは相対的には正しい方法です。しかし入力ﾃﾞｰﾀの一つが実験等で明確に定義できれば、残された

ﾃﾞｰﾀに絞ってモデルの構築に取り組むことができます。また実験により、最も基本的なことであるﾃﾞｰﾀの意味も明確

化できると考えます。 
これらのことを踏まえて、この3年間では、地下水の物質輸送に関する水理ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰを検証し、その値の意味、実
現象の再現等に関わる研究を行い、最終的には社会に役立てたいと思います。現在社会人のため、忙しい毎日ですが、

少しでも時間を作り研究を実施する所存です。どうぞ宜しくお願い致します。 
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【農水圏資源環境科学専攻】 
水産資源環境科学連合講座 

 
 
                                  ｱﾙﾄｩﾙ  ﾊﾘｽ  ﾀﾝﾊﾞｽ 

Arthur Harris Thambas (Indonesia) 
Title of research :  Monitoring on environmental restoration of 

 shore protection armour blocks 
Advisory Professor :  Prof. Ryuichiro Nishi (Kagoshima University) 
First Vice-Advisory Professor:  Prof. Ritsuo Shigehiro (Kagoshima University) 
Second Vice-Advisory Professor:  Prof. Ohtomi (Kagoshima University) 
 

Hello, I want to introduced my self, my name is Arthur Harris Thambas, please call me Arthur. I am 
from Indonesia. Indonesia is the island nation has a total length of 81,000 km coastline and total of 17,508 
islands. As a result, Indonesia is much affected by coastal conditions. I entered the United Graduate 
School of Agriculture Sciences of Kagoshima University in April 2010 for my doctoral degree under the 
major chair  Fisheries Science on Resources and Environment especially in coastal science. 

In 1991, I obtained my Bachelor of Civil Engineering from Sam Ratulangi University in Manado, 
North Sulawesi, Indonesia. I got my Master’s degree in 2003 from Engineering Faculty, Civil / Coastal 
Engineering Department, Gadjah Mada University Yogyakarta, Middle of Java, Indonesia. 

I am as a teaching staff on Engineering faculty of Sam Ratulangi University, Manado. My country’s 
government gives me the opportunity to continue studies in doctoral programs on abroad with a 
scholarship from the Indonesian government. 

My research mainly focus to Monitoring on environmental restoration of shore protection armour 
blocks. This research is case studies with field observation and data collection to make redesign shore 
protection structures with environmentally friendly armour blocks. Hopefully, the results of this research 
will give contributions to my country in the planning and design shore protection structures. 

 
 

                                      荻 原
おぎはら

 豪
ごう
太
た
（日本） 

 
研究題目：オニオコゼ科魚類の分類学的研究 
主指導教官：本村浩之（鹿児島大学） 
第一副指導教員：寺田竜太（鹿児島大学） 
第二副指導教員：立田晴記（琉球大学） 
 
鹿児島大学所属の荻原豪太と申します。学部と修士課程も鹿児島大学で学んでいました。私の実家は鹿児島大学の

ような海の近くにはなかったので身近に海に触れられる環境で学生生活を送ることができ、うれしく思っておりま

す。 
私は博士課程で、オニオコゼ科魚類の分類学的研究を行います。特に、オニオコゼ属とヤセオコゼ属を中心に整理

をしたいと考えております。 
今後、一般セミナーなどでお会いする機会があると思いますので、どうぞよろしくお願い致します。 
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                                 ｼｰﾗ ﾒｲ ｻﾝﾀﾝﾀ  ゙
                                 Sheila Mae Santander(Philippines)  
 
Title of Research:  Remediation in organically enriched sediment 
Advisory Professor:  Dr. Tadahide Noro(Kagoshima University) 
First Vice-Advisory Professor:  Dr. Jiro Koyama(Kagoshima University) 
Second Vice-Advisory Professor:  Dr. Takeshi Yoshikawa(Kagoshima University) 
 
Sheila Mae Santander-de Leon is from the “Pearl of the Orient Seas”, the Philippines.  Sheila is a graduate of 
Bachelor of Science in Fisheries at the University of the Philippines – Visayas.  She took Masters in Marine 
Science at the Marine Science Institute, University of the Philippines - Diliman (UP-MSI). Her Masters thesis is 
entitled “Impacts of organic matter input from mariculture on the bioturbation recycling capacity of polychaetes 
in marine sediments”. Sheila has gained various research exposures on corals, seagrasses, mangroves, stock 
enhancement, and even coastal resource management during her stint as an Institutional Research Associate 
at the UP-MSI. Inspired by this experience, she expanded her horizon on research at the Southeast Asian 
Fisheries Development Center/Aquaculture Department (SEAFDEC/AQD) as an Associate Researcher and a 
Program Leader of the Aquatic Ecology Program.  
 
 
                                      ﾗｶﾞｻﾞ ｼﾞｬﾆｽ ｱﾗﾉ 

 Janice A. Ragaza (Philippines)  
 

Title of Research:  Interactive Effects of Functional Compounds on Marine Fish Nutrition: 
 Roles of Seaweeds and Soy Peptide on Marine Fish 

Advisory Professor:  Dr. Shunsuke Koshio(Kagoshima University) 
First Vice-Advisory Professor:  Dr. Atsushi Yamamoto(Kagoshima University) 
Second Vice-Advisory Professor:  Dr. Jiro Koyama(Kagoshima University) 
 
Konnichiwa! I’m Janice A. Ragaza. I came from the Philippines. This March 2010, I just received my Master’s 
degree in Agriculture, Major in Food Science and Biochemistry from Kagoshima University. I am currently under 
the kind supervision of Dr. Shunsuke Koshio of the Laboratory of Aquatic Animal Nutrition, Faculty of Fisheries, 
Kagoshima University. My research will focus on seaweeds and soy peptide as these ingredients pose as potential 
candidates for alternative protein source in aquafeeds. At the moment, there has been no study on the interactive 
effects of seaweeds and soy peptide utilization or supplementation in marine fish nutrition. Interaction between 
the nutrients from seaweeds and soy peptide could be valuable for growth performance and immunological 
response of marine finfish. The aims of my research, therefore, are to determine the effects of seaweed inclusion or 
supplementation in marine fish diets and to subsequently evaluate the interactive effects (whether synergistic, 
antagonistic or independent) of seaweeds and soy peptide utilization or supplementation in marine fish diets. 
                                
 
 
 
 
 



                                                                

42 
 

                                   ﾌｪﾙﾄﾞｳｽ ｱｰﾒﾄ  ゙
       Ferdous Ahamed (Bangladesh)
  
Title of research:  Fisheries biology of caridean shrimp in Kagoshima Bay, 

 southern Japan 
Advisory Professor:  Jun OHTOMI (Kagoshima University) 
First Vice-Advisory Professor:  Yasuji MASUDA (Kagoshima University) 
Second Vice-Advisory Professor:  Ryuichiro NISHI (Kagoshima University) 
 
I am Ferdous Ahamed from Bangladesh, the country of Bengal (meaning in official Bengali language), 
located in south Asia. I was born in Rajshahi district, which is located in the north-west of Bangladesh. 
This city is often referred to as Silk City, Education City and is famous for Silk and Mango. I obtained my 
B.Sc. in Fisheries (2001) and M.Sc. in Fisheries Management (2004) from Bangladesh Agricultural 
University. After that I worked as a Fisheries Facilitator under a project in Local Government 
Engineering Department, Bangladesh. I was granted a Japanese government scholarship 
(Monbukagakusho) in October 2007 to study M.Sc. in the Graduate School of Fisheries, Kagoshima 
University, under the supervision of Professor Dr. Jun Ohtomi. I completed my second Master degree in 
March 2010. During my master course I studied on “Reproduction and growth of the Pandalid shrimp 
Plesionika izumiae (Decapoda: Caridea) in Kagoshima Bay, southern Japan”. In April 2010, I enrolled as 
a doctoral student in The United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University, under 
the supervision of Professor Dr. Jun Ohtomi, where I will study fisheries biology of caridean shrimp in 
Kagoshima Bay, southern Japan. 
 
  

                                         松 沼
まつぬま

 瑞樹
みずき

(日本) 

 

研究題目 ：フサカサゴ科ミノカサゴ亜科の分類学的研究 

主指導教員名 ：本村 浩之（鹿児島大学） 

第一副指導教員名 ：寺田 竜太（鹿児島大学） 

第二副指導教員名 ：立田 晴記（琉球大学） 

 

 私の出身は内地に位置する栃木県で、海とあまり縁がありませんでしたので、海洋生物に強い興味をもち鹿児島大

学の水産学部に進学することを決めました。指導教官である本村先生が鹿児島大学総合研究博物館に赴任されたと

き、私が同博物館の学生ボランティアに参加していたこともあり、標本作製などの活動を通して魚類分類学の世界に

魅せられました。卒業研究では川魚に興味があったため鹿児島県の淡水魚類相を調査し、修士課程での課題研究では

ミノカサゴ亜科のある1属の分類学的な整理を行い、博士課程では継続して亜科全体を研究対象として分類学的な研

究を行います。 

 ミノカサゴの仲間はその優雅な外見から水族館で展示、あるいはレジャーダイビングでの観察対象とされるよく知

られた魚です。一方で、大西洋のアメリカ大陸東岸や地中海では、本来は分布していなかったミノカサゴの仲間が人

為的に導入され、棘にもつ毒により人的被害が出ることや、魚食性の強いミノカサゴの仲間が自然生態系に及ぼす影

響が危惧されています。博士課程での研究によりミノカサゴ亜科魚類の分類学的な整理を行い基礎的な知見を明らか

にすることで、これら魚類を対象とした生態学などの応用研究の一助となれば幸いと考えています。 
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                                   ﾏﾊﾌﾞﾊ  ゙  ﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
Mahbuba Bulbul（ Bangladeshi） 

 
Title of Research:  Studies on The Development of Cost- Effective and Eco-Friendly Feeds  

for Kuruma shrimp, Marsupenaeus japonicus  
Advisory Professor:  Shunsuke Koshio (Kagoshima University) 
First Vice-Advisory Professor:  Jun Ohtomi (Kagoshima University) 
Second Vice-Advisory Professor:  Jiro Koyama (Kagoshima University) 
 
It gives me immense pleasure to introduce myself and my research. I am Mahbuba Bulbul from Bangladesh, a 
country of natural beauty blessed with the world largest mangrove forest, the Sundarbon and the longest sea 
beach, Cox’s Bazaar and rich with history, culture and heritage. I obtained my Bachelor degree in Fisheries 
Science in 2004 from Bangladesh Agricultural University and Masters Degree in the Dept of Fisheries 
Management in December 2005 from the same University. I came to Japan in October 2005 as a newly married 
couple with my husband who is a graduate student in Kagoshima University. God blesses us our first child, a 
daughter in 2007, born in Kagoshima city.  The two most important events in my life happened in this city 
which will ever memorize. In addition, the natural beauties of Kagoshima, especially Sakurajima attract me a 
lot! 
I have been admitted to the United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University in April, 
2010 as an expanse student. I am really happy to be a student in this university. I would like to express my 
profound gratitude to my research advisor Prof. Dr Shunsuke Koshio for his guidance, support, encouragement 
and appreciation in conducting research. Shrimp aquaculture is one of the fastest growing economic activities in 
coastal areas of the Asian-Pacific region. Feed plays vital role in aquaculture activities which costs as high as 
60% of total farm production cost. The feed price is becoming increasing because of increased demand and price 
of the conventional protein sources like fishmeal which forced fish nutritionists to develop cost-effective practical 
aquafeed. Therefore, the objective of my research topic is to develop cost-effective and eco-friendly practical 
shrimp diet by replacing fishmeal with processed soybean meals and some other products.  
 
 

目黒
めぐろ

 昌
まさ
利
とし
（日本） 

 

研究題目：西部太平洋におけるヘビギンポ科ヘビギンポ属魚類の分類学的研究 

主 指 導 教 員：本村浩之（鹿児島大学） 

第一副指導教員：寺田竜太（鹿児島大学） 

第二副指導教員：立田晴記（琉球大学） 

 

ヘビギンポってなに？といわれると思うのですが。ヘビギンポ科（Tripterygiidae）魚類は、全世界の温・熱帯域

に広く生息する小型の浅海性魚類で、日本でもタイドプールなどでハゼの仲間と同じく普通に見られる魚です。 

現在インド・太平洋における本科魚類は53属168種が有効種として認められおり、その中でも最大のグループで

あるヘビギンポ属Enneapterygiusの分類学的研究を行います。ヘビギンポ属はインド・太平洋域で57種が知られて
おり、そのうち西部太平洋に生息ヘビギンポ属魚類について研究を行います。 

 ヘビギンポは繁殖期になると雄は体色を変化させ雌にアピールするとてもユニークな魚です。海に興味のある方は

ぜひぜひ小さな魚にも目を向けてみてください。 

野外に出て活動するのが大好きです。研究でも鹿児島の海だけでなく、色々な海に調査に行きたいと思っています。 

セミナーなどでお会いする機会があるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 
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                             ﾓｻ ｻﾝｼﾞﾀﾞ ｽﾙﾀﾅ 
 Mosa Sanzida Sultana (Bangladeshi) 

 
Title of Research:  Nutritional utilization of Shochu Distillery  

By-product as Aqua Feeds 
Advisory Professor:  Shunsuke Koshio (Kagoshima University) 
First Vice- Advisory Professor:  Shusaku Kadowaki (Kagoshima university) 
Second Vice-Advisory professor:  Yamamoto Atsushi (Kagoshima University) 

 
I am Mosa Sanzida sultana. I came from Bangladesh. From my child hood I heard lots about Japan. 

So it was my dream to come in Japan. At last I came in Japan on 25 June, 2005. Really I was wondered when I 
reached at Kagoshima because of its natural beauty and behave of the people. They are really very nice and 
helpful. 

I have been completed my under graduation from Bangladesh Agricultural University, Mymensingh 
under the faculty of Animal Husbandry. I completed my MS from Kagoshima University under the faculty of 
Agriculture and lab of Nutritional Biochemistry and Feed Chemistry. Now I am the PhD student of Kagoshima 
University under the faculty of Fisheries and lab of Aquatic Animal Nutrition. I am continuing my study as a 
private student. I have a 3 years daughter and my husband is researcher of Kagoshima University.  
  In MS course I worked with broiler by using Shochu Distillery by product (SDBP). Shochu is very 
popular in Japan especially in Kagoshima. As a result shochu production is increasing day by day and on the 
other hand production of shochu distillery by-product is also increasing. If we don’t recycle this by-product 
successfully then it will cause the environment pollution. In this course I conducted three experiments. In first 
and second experiment, I compared the effect of old and fresh shochu distillery by-product on commercial broiler 
and in third experiment; I identified the effect of shochu distillery by-product on Satsuma Jidori (native fowl).  

In PhD course I will do the work with fish by using SDBP. Because there is lots of work of SDBP with 
livestock but there is very few work of SDBP with fish and on the other hand I think if we use this by-product 
successfully then we can get a new feed additive as aqua feed and also save the environment from serious 
pollution. In this course I would like to measure growth performance (Weight gain, plasma MeHis and calpain 
activity), flesh quality, stress resistance (TBARS, α-tocopherol and plasma GOT and GPT) and etc. To measure 
these parameters I will do three experiments by using different level of SDBP. 

I think if I could these experiments successfully then we can get a new potential feed additive in aqua 
feeds which will improve the growth performance and flesh quality and also we can develop a cost effective and 
environmental friendly aqua feeds. 
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◇学生の研究活動 
 

2009 年度在学生の学会等発表 
 

 

生物生産科学専攻（植物生産学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：玉城 盛俊 

*玉城盛俊，仲村一郎，浦崎直也，徳永毅，嬉野健次，ホサイン モハメド アムザド，本村恵二，安谷

屋信一：果実のエスレル処理および胚培養によるパパイアの世代促進 園芸学研究 別冊 第 8巻 別

冊 2: 440 2009.9 

 

*玉城盛俊，浦崎直也，砂川喜信，本村恵二，安谷屋信一：パパイア（Carica papaya L.）の花粉発芽

能力，柱頭の受粉能力，種子および果実生産における季節変動 園芸学研究 別冊 発行予定 

 

玉城盛俊，*渡口誠士，浦崎直也，安谷屋信一：パパイアの葯培養における２倍性半数体の出現に及ぼ

す季節性，系統および花粉発達段階の影響 園芸学研究 別冊 発行予定 

 

*Kazuhiko Tarora• Moritoshi Tamaki• Ayano Shudo• Naoya Urasaki• Hideo Matsumura• Shinich 

Adaniya：Cloning of a heat stress transcription factor,CphsfB1,that is constitutively expressed 

in radicles and is heat-inducible the leaves of Carica papaya. Plant Cell, Tissue and Organ 

Culture (PCTOC)  in press 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：玉城 盛俊 

*玉城盛俊，仲村一郎，浦崎直也，徳永毅，嬉野健次，ホサイン モハメド アムザド，本村恵二，

安谷屋信一:果実のエスレル処理および胚培養によるパパイアの世代促進 園芸学会平成21年度秋

季大会  2009/9/26-28 日本/秋田(ﾎﾟｽﾀｰ発表) 

 

*玉城盛俊，浦崎直也，砂川喜信，本村恵二，安谷屋信一:パパイア（Carica papaya L.）の花粉発
芽能力，柱頭の受粉能力，種子および果実生産における季節変動  園芸学会平成 22 年度春季大会  

2010/3/21-22  日本/神奈川(ﾎﾟｽﾀｰ発表) 

 

玉城盛俊，*渡口誠士，浦崎直也，安谷屋信一:パパイアの葯培養における２倍性半数体の出現に及

ぼす季節性，系統および花粉発達段階の影響  園芸学会平成 22 年度春季大会  2010/3/21-22 

日本/神奈川(ﾎﾟｽﾀｰ発表) 

 

 

生物生産科学専攻（動物生産学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：野原 敏次 

野原敏次*，上地俊徳，小倉剛，林國興，砂川勝徳：泡盛蒸留圧搾粕が高コレステロール摂取ラットの

発育状態，血清および肝臓脂質に及ぼす影響 日本食品科学工学会誌 57(3).93-99 2010.3 
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学生氏名：嶋澤 光一 

*嶋澤光一・本多昭幸・尾野喜孝：昼間屋外飼養およびバレイショ混合サイレージの給与が肥育豚の行

動，生産性，肉質 日本畜産学会報 80(2),189-197 2009.5 

 

*嶋澤光一・本多昭幸・尾野喜孝：バレイショ混合サイレージの給与が肥育豚の発育と血清生化学成分

に及ぼす影響 日本暖地畜産学会報 52(1),57-61 2009.5 

 

学生氏名：城﨑 幸介 

Kosuke Jozaki*,Hiroki Shinkai,Maiko Tanaka-Matsuda,Takeya Morozumi,Toshimi Matsumoto,Daisuke 

Toki,Naohiko Okumura,Tomoko Eguchi-Ogawa,Chihiro Kojima-Shibata,Hiroshi Kadowaki,Eisaku 

Suzuki,Yasuhiko Wada,Hirohide Uenishi:Influence of polymorphisms in porcine NOD2 on ligand 

recognition Molecular Immunology 47. 247-252 2009/12 

 

学生氏名：日巻 武裕 

*Himaki T,Mori H,Mizobe Y,Miyoshi K,Sato M,Takao S,Yoshida M：Latrunculin A dramatically improves 

the developmental capacity of nuclear transfer embryos derived from gene-modified clawn miniature 

pig cells. Cloning and Stem Cells in press 

 

*Himaki T,Yokomine T,Sato M,Takao S,Miyoshi K,Yoshida M：Beneficial effects of trichostatin A 

on the in vitro development of miniature pig transgenic nuclear transfer embryos. Animal Science 

Journal in press 

 

*Akasaka E,Watanabe S,Himaki T,Ohtsuka M,Yoshida M,Miyoshi K,Sato M: Enrichment of 

xenograft-competent genetically modified pig cells using a targeted toxin, isolectin BS-I-B4 

conjugate. Journal of Reproduction and Development 2010 

 

*Miyoshi K, Mori H, Mizobe Y, Himaki T, Yoshida M, Sato M： Beneficial effects of reversine on 

in vitro development of miniature pig somatic cell nuclear transfer embryos. Journal of 

Reproduction and Development in press 

 

*日巻武裕，梅野知子，三好和睦，吉田光敏：プロスタグランジン F2α類縁物質と性腺刺激ホルモン投

与によるクラウン系ミニブタの発情同期化に関する研究 鹿児島獣医師会会報第 44 号 発行予定 

 

学生氏名：ｼﾞｮｰｼﾞ ﾑｻﾘﾔ 

*George Msalya, K. Nishitani, Takeshi Shimogiri, Shin Okamoto, Kotaro Kawabe, M. Minesawa and 

Yoshizane Maeda：Indels within promoter and intron 1 of bovine prion protein gene modulate the 

gene expression levels in the medulla oblongata of two Japanese cattle breeds.  Animal Genetics 

41:218-221doi:10.1111/j.1365-2052.2009.01983.x 2009 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

 

学生氏名：屋良 朝宣 

*屋良朝宣，照屋雄大，川本康博：酸性土壌におけるリン酸および炭酸カルシウムの施用が数種暖地型

牧草の生育に及ぼす影響 日本草地学会三重大会 2010/3/26-28 日本/三重 (ﾎﾟｽﾀｰ発表) 

 

学生氏名：成見 香瑞範 

*成見 香瑞範，高島 理恵，高沢 博修，芦沢 幸二，濱田 修一：雄性ラット生殖細胞の成熟ステージに

応じた変異原暴露影響の検討 日本環境変異原学会 2009/11/26-27 日本/静岡 (ﾎﾟｽﾀｰ発表) 

*高島 理恵，成見 香瑞範，高沢 博修，濱田 修一：非灌流法によるラット肝小核試験の検討（一般毒
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性試験への組込みを目指して）日本環境変異原学会 2009/11/26-27 日本/静岡（口頭発表） 

 

*野口 忠，上垣外 智之，成見 香瑞範，高島 理恵，濱田 修一，真田 尚和，増村 健一，蓮子 雅之，

能美 健彦：gpt delta トランスジェニックラットを用いた遺伝毒性試験の共同研究 3) 亜硫化ニッケ

ルの気管内投与による遺伝毒性評価 日本環境変異原学会 2009/11/26-27 日本/静岡 (ﾎﾟｽﾀｰ発表) 

 

*C Furihata, T Watanabe, K Suenaga, H Takasawa, T Suzuki, M Natsume, M Nakajima, S Hamada, A 

Tadakuma, A Koeda, K Narumi, K Oshida, A Maeda, M Hirayama, T Sakuma, H Sanada, W Ohyama, E Okada, 

H Honda, S Sutou：Comparative Analysis of Gene Expression and Network of Carcinogenic Chemicals 

in Mouse and Rat Liver Examined by  Quantitative Real-Time PCR  日本環境変異原学会 

2009/11/26-27 日本/静岡 (ﾎﾟｽﾀｰ発表)   

 

*濱田修一，石井宏幸，小谷百合，高澤博修，成見香瑞範，川端政義，箕輪茂徳，中川宗洋，林真：３

回投与による小核試験とコメットアッセイのコンビネーション試験法に関する 日本トキシコロジー

学会 2009/7/6-8 日本/盛岡 (ﾎﾟｽﾀｰ発表) 

 

*Shuichi Hamada, Hiroyuki Ishii, Yuri Kotani, Hironao Takasawa, Kazunori Narumi, Masayoshi 

Kawabata, Shigenori Minowa, Rie Takashima, Munehiro Nakagawa, Makoto Hayashi：Evaluation of a 

Specific Method for Integrating Genotoxicity Test into General Toxicity Test.   10th 

International Conference on Environmental Mutagens (ICEM)  2009/8/20-25 ｲﾀﾘｱ/ﾌｨﾚﾝﾂｪ (ﾎﾟｽﾀ

ｰ発表)  

 

学生氏名：日巻 武裕 

*Himaki T, Mori H, Mizobe Y, Miyoshi K, Sato M, Takao S, Yoshida M：Latrunculin A dramatically 

improves the developmental capacity of nuclear transfer embryos derived from gene-modified 

clawn miniature pig cells  SSR (The Society for the Study of Reproduction) 42nd Annual 

Meeting   2009/7/18-22 アメリカ/ピッツバーグ (ﾎﾟｽﾀｰ発表) 

 

*日巻武裕、溝部大和、津田健一郎、末友雅士、三好和睦、吉田光敏：活性化後のラトランキュリ

ン A 処理がミニブタ成体腎細胞に由来するクローン胚の発生能に及ぼす影響 日本畜産学会第 112

回大会 2010/3/28-30 日本/東京（口頭発表） 

 

学生氏名：ｱﾏﾗｼﾝﾊ ﾊﾞｰﾙｼ ｺﾞｰﾋﾟﾀ  

*Amarasinghe Barushi Gopitha, Okajima Mai, Aoki Takanobu, Ono Yoshitaka: Effects of Screening 

rice and Okara based diet on growth and carcass quality of pigs. 第 111 回日本畜産学会大

会 2009/9/28-29 日本/沖縄（口頭発表） 

 

学生氏名：渡部 泰希 
＊渡部泰希、平舘俊太郎、藤井義晴、駒井史訓：アスパラガスのアレロケミカル同定のための無菌

的単離システム 園芸学会九州支部会 2009/8/19 日本/佐賀 (ﾎﾟｽﾀｰ発表) 

 
＊渡部泰希、平舘俊太郎、藤井義晴、駒井史訓：ＬＥＤ照射によるアスパラガス実生のアレロパシ

ー活性に及ぼす影響 園芸学会平成 21 年度秋季大会 2009/9/26-28 日本/秋田 (ﾎﾟｽﾀｰ発表) 

 
＊渡部泰希、平舘俊太郎、藤井義晴、駒井史訓：アスパラガスの無菌浸出液中の塩類がアスパラガ

スの種子の発芽に及ぼす影響 園芸学会平成22年度春季大会 2010/3/21-22 日本/神奈川 (ﾎﾟｽ

ﾀｰ発表) 



48 
 

学生氏名：村田 修治郎 

*村田 修治郎・河邊 弘太郎・田浦 悟・下桐 猛・Worawut Rerkamnuaychoke・西田 隆雄・岡

本 新：ニワトリにおける avUCP 変異について 第 110 回日本畜産学会大会 2009/3/27-29 日本
/神奈川（口頭発表） 

 

*村田 修治郎・河邊 弘太郎・田浦 悟・下桐 猛・Worawut Rerkamnuaychoke・西田 隆雄・岡

本 新：ニワトリにおける avUCP 変異について(2)  第 111 回日本畜産学会大会 2009/9/28-29 
日本/沖縄（口頭発表） 

 

 

生物生産科学専攻（農林資源・経営学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：照屋 建太 

*TERUYA K.*, SHINZATO T., KINJO K., SASAKI T. and NAKAO T.：Annual fluctuation and seasonal falling 

pattern of mature acorns of the beech family and their acorn-infested insect fauna on subtropical 

Okinawa Island TROPICS 発行予定 

 

照屋建太*・新里孝和・佐々木健志：亜熱帯沖縄島北部の石灰岩地域に生育するアマミアラカシの堅果

落下量の経年変化と堅果食昆虫の関係 沖縄キリスト教短期大学紀要 発行予定 

 

学生氏名：ﾊﾌｨｻﾞ ｱｸﾀｰ 

Hafeza Akther*,Etsuro Shimokawa,Yukiyoshi Teramoto and Takashi Jitousono：Geomorphological 

Features and Prediction of Potential Sitesfor Deep-seated Landslides in Wanitsuka Mountain, 

Miyazaki Prefecture, Japan. Society of Erosion control Engineering Japan JSECE Publication 

no.55 July, 2009 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：橋本 芳 

*橋本芳、北川慶子：「施設の防災意識調査」を通してみる施設の安全性 日本看護福祉学会第 22 回大

会 2009/6/20-21 日本/滋賀（口頭発表） 

 

学生氏名：ｳｨﾗﾑ ｼﾞｮﾊﾝ ﾌﾚｯﾄﾞﾘｯｸ ｱﾙﾌｧ ﾄｳﾝﾌﾟｧﾝ 

*Willem J.F. Alfa Tumbuan,Yoshiharu Shiratake: Primary Economic Functions of Pasar as 

Indispensable Food Purchases Source for the Local People’s Daily life, Case Study of an 

old pasar established 300 years ago in Pekanbaru city, Indonesia. 2009 The food, Agricultural 

and Resource Economic Society of Japan 2009/9/11-13 日本/佐賀（口頭発表） 

 

*Willem J.F. Alfa Tumbuan,Yoshiharu Shiratake: Function and Significance of Old Pasar under 

the International Free Competition: Case study of two old pasars established 300 years ago 

in Manado city and Pekanbaru city, Indonesia. Japan Society for Distributive Science (Kyushu 

Area) 2009/9/13  日本/熊本（口頭発表） 

 

*Willem J.F. Alfa Tumbuan,Yoshiharu Shiratake: Function and Significance of Old Pasar under 

the International Free Competition: Case study of two old pasars established 300 years ago 

in Manado city and Pekanbaru city, Indonesia. 2009 年度日本栄養・食糧学会九州・沖縄支部大

会  2009/10/30-31  日本/沖縄（口頭発表） 
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学生氏名：ﾊﾌｨｻﾞ ｱｸﾀｰ 

Hafeza Akther*,Etsuro Shimokawa,Yukiyoshi Teramoto and Takashi Jitousono：Geomorphological 

Features and Prediction of Potential Sitesfor Deep-seated Landslides in Wanitsuka Mountain, 

Miyazaki Prefecture, Japan. Asia-Pacific Symposium on New Technologies for Pricdtion and 

Mitigation of Sediment Disaster 2009/11/18-19 日本/東京（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：ﾎｯｸ ﾓﾊﾒﾄﾞ ﾓﾝｼﾞｭｰﾙ 

* Md. Monjurul Hoque, Yushiharu Shiaratake：Impact of importing powder milk on the dairy 

sector of Bangladesh  2009 The food, Agricultural and Resource Economic Society of Japan 

2009/9/11-13 日本/佐賀（口頭発表） 

 

 

生物生産科学専攻（熱帯資源生物学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：稲福 さゆり 

寺本(稲福）さゆり＊・山本雅史・北島 宣・金城秀安・川満芳信：沖縄本島北部のカンキツ遺伝資源

およびそのポリメトキシフラボン含量 園芸学研究 発行予定 

 

寺本(稲福）さゆり＊・川満芳信：Effects of Different Extraction Methods on Aromatic Composition 

of Essential Oils of Citrus keraji hort. ex Tanaka ‘Kabuchii’. Tropical Agriculture and 

Development in press 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：ﾑﾄｩｸ ｼﾞｮｼｱ ﾑｾﾝﾋﾞ  

ﾑﾄｩｸ ｼﾞｮｼｱ ﾑｾﾝﾋﾞ：Gene expression analysis of the mechanism of resistance to sheath blight 

fungus (Rhizoctonia solani) on selected rice lines using semi-quantitative RT-PCR 2009 14th 

Australasian Plant Breeding  and 11th SABRAO Conference 2009/8/10-14 オーストラリア/ケ

アンズ（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：稲福 さゆり 

寺本(稲福）さゆり＊・川満芳信：沖縄本島北部地域における在来カンキツ遺伝資源の香気成分比較 

日本熱帯農業学会第 106 回講演会 2009/10/17-18 日本/三重（口頭発表） 

 

寺本(稲福）さゆり＊・川満芳信：沖縄で栽培されるカンキツの機能性成分 園芸学会平成 21 年度

秋季大会 2009/9/26-28 日本/秋田（口頭発表）  

 

寺本(稲福）さゆり＊・山本雅史・金城秀安・北島 宣・住 秀和・川満芳信：沖縄本島北部地域の

在来カンキツ遺伝資源 沖縄農業研究会第 48 回講演会 2009/8/6 日本/沖縄（口頭発表） 

 

寺本(稲福）さゆり＊・諏訪竜一・川満芳信：沖縄本島北部ならびに先島諸島における在来カンキツ

遺伝資源調査 園芸学会平成 22 年度春季大会 2010/3/20-22 日本/神奈川（口頭発表） 
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生物資源利用科学専攻（応用生物化学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：髙橋 早樹 

*Takahashi S, Sakakibara Y, Mishiro E, Kouriki H, Nobe R, Kurogi K, Yasuda S, Liu M-C, Suiko 

M：Molecular Cloning, Expression, and Characterization of A Novel Mouse SULT6. The Journal of 

Biochemistry Vol 146 (3), 399-405 2009.9 

 

学生氏名：飯笹 英一 

*iizasa E., Mitsutomi M., and Nagano Y.：Direct Binding of a Plant LysM Receptor-like Kinase, 

LysM RLK1/CERK1, to Chitin in Vitro. Journal of biological chemistry 285/2996-3004 2010 

January 

 

学生氏名：久留 ひろみ 

*久留ひろみ，吉崎由美子，玉置尚徳，和田浩二，伊藤清：奄美大島の伝統飲料「ミキ」の分析 日本

醸造学会誌 105(2), 2010.2  

 

学生氏名：岡部 貴史 

*Takafumi Okabe; Takayoshi Toda; Natthanan Nukitrangsan; Masashi Inafuku; Hironori Iwasaki; 

Teruyoshi Yanagita; Hirosuke Oku.：Comparative study of the effect of basal diet formulation, 

dietary fat and cholesterol levels on the development of aortic atherosclerotic lesions in 

B6.KOR-Apoeshl mice. Journal of Oleo Science 59(4)発行予定 2010, 

 

学生氏名：ｴﾙ ﾊﾞｯｼ ﾚｲﾗ 

Leila El Bassi*, Naoya Shinzato, Tomoyuki Namihira, Toru Matsui：Biodegradation of thiodiglycol, 

a hydrolyzate of the chemical weapon Yperite, by benzothiophene-desulfurizing bacteria Journal 

of Hazardous Materials 167(1-3), 124-127 2008 .10 

 

Leila El Bassi*,Mnasser Hassouna, Naoya Shinzato, Toru Matsui：Biopreservation of refrigerated 

and vaccum-packed Dicentrarchus labrax by lactic acid bacteria Journal of Food Science 74 (6), 

335-339 2008 .9 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：髙橋 早樹 

*高橋早樹，榊原陽一，水光正仁：マウス細胞質硫酸転移酵素の網羅的機能解明 日本分子生物学会 第

9回春季シンポジウム 2009/5/11-12 日本/宮崎（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：飯笹 英一 

*飯笹英一，光富勝，永野幸生：シロイヌナズナ受容体 LysM RLK1/CERK1 はキチンと直接結合する 

第 33 回蛋白質と酵素の構造と機能に関する九州シンポジウム 2009/9/10-12 日本/佐賀（ﾎﾟｽﾀｰ

発表） 

 

*飯笹英一，光富勝，永野幸生：シロイヌナズナの受容体 LysM RLK1/CERK1 はキチンと直接結合す

る 2009 年度日本農芸化学会関西・中四国・西日本支部大会 2009/10/30-31 日本/沖縄（口頭発

表） 

 

*飯笹英一：植物におけるキチン受容体の生化学的解析 平成 21 年度第 6回総合分析実験センター

セミナー 2010/2/2 日本/佐賀（口頭発表） 
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*飯笹英一，光富勝，永野幸生：LysM RLK1/CERK1 の生化学的解析 日本農芸学化学会 2010 年度大

会 2010/3/27-30 日本/東京（口頭発表） 

 

学生氏名：平野 勝紹 
*平野勝紹，村嶋康平，上田光宏，関 清彦，光富 勝：高重合度キチンオリゴ糖の調製 第 23 回

キチン・キトサンシンポジウム 2009/8/20-21 日本/佐賀（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 
*Katsuaki Hirano, Sitthinan Arayaveerasid, Kiyohiko Seki, Masaru Mitsutomi：Effect of acetyl 

group of chitosan on chitosanase activity The 11th International Conference on Chitin and 

Chitosan & The 8th Asia-Pacific Chitin abd Chitosan Symposium 2009/9/6-9 台湾/台北（ﾎﾟ

ｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：泉 秀作 

＊泉 秀作，安部 淳一：酵母由来 1,5-anhydro-D-fructose 還元酵素の作用 日本生物工学会第

16 回九州支部大会 2009/12/4 日本/福岡（口頭発表） 

 

学生氏名：ﾓﾊﾒﾄﾞ ｱﾌﾞﾙ ｶｼﾑ ﾀﾝ 

*Md. Abul Kashem Tang, Motoshima H., and Watanabe K.：Acetate kinase from psychrotrophic 

Shewanella species is more flexible than that from mesophilic Escherichia coli. 1st-Yellow 
Sea Rim Liaison Lectures & Meeting on Life & Food Science  2009/8/3-8 日本/佐賀（口頭

発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*Md. Abul Kashem Tang, Motoshima H., and Watanabe K.：Fluorescence studies on fluctuation 

and stability of acetate kinases from Escherichia coli and psychrotrophic Shewanella species 
2009 年度日本農芸化学会関西・中四国・西日本支部大会 2009/10/30-31 日本/沖縄（口頭発表） 

 

*Md. Abul Kashem Tang, Motoshima H., and Watanabe K.：Fluorescence studies on stability and 

substrate-induced conformational changesof the psychrophilic and mesophilic acetate kinases. 

日本農芸学化学会 2010 年度大会 2010/3/27-30 日本/東京（口頭発表） 

 

学生氏名：久留 ひろみ 

*久留ひろみ，吉崎由美子，玉置尚徳，和田浩二，伊藤清：奄美大島の健康自然飲料「ミキ」に関

する研究 日本醸造学会大会 2009/9/17 日本/東京（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：山口 類 

※山口 類，徳永 廣子，石橋 松二郎，荒川 力，○徳永 正雄：好塩菌と好塩性酵素を用いた異種

蛋白質発現系の開発 第 9回日本蛋白質科学会年会 2009/5/20-22 日本/熊本（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

Tokunaga H, Saito S, Sakai K, ※Yamaguchi R, Katsuyama I, Arakawa T, Onozaki K, Arakawa T, 

Tokunaga M.：Halophilic beta-lactamase as a new solubility- and folding-enhancing tag 

protein: production of native human interleukin 1alpha and human neutrophil alpha-defensin 

日本農芸学化学会 2010 年度大会 2010/3/27-30 日本/東京（口頭発表）  

 

学生氏名：岡部 貴史 

*Takafumi Okabe; Takayoshi Toda; Masashi Inafuku; Koji Wada; Hironori Iwasaki; Hirosuke 

Oku.：ANTIATHEROSCLEROTIC ACTIVITY OF KOKUTO, OKINAWAN NONCENTRIFUGAL CANE SUGAR. 19th 

International Congress of Nutrition 2009/10/4-9 タイ/バンコク（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 
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*岡部貴史，戸田隆義，稲福征志，ナタナン・ヌキトランサン，屋宏典：コンジェニック自然発症

高脂血症マウス（B6.KOR-Apoeshl mice）において粥状硬化病変を誘発するための食餌条件の検討 

2009 年度日本農芸化学会関西・中四国・西日本支部大会 2009/10/30-31 日本/沖縄（口頭発表） 

 

学生氏名：淵田 直樹 

*淵田 直樹，熊井 洋平，近藤 明香，有田 沙織，本島 浩之，渡邉 啓一：トリプトファン蛍光を

用いた subtilisin Carlsberg のβ 8-9 間ターンにおける局所的ゆらぎ解析のための

W112F/Y208W/P209G 変異体 第 9 回日本蛋白質科学会年会 2009/5/20-22 日本/熊本（口頭発表・

ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*Naoki FUCHITA, Youhei KUMAI, Saori ARITA, Hiroyuki MOTOSHIMA, Etsuko NISHIMOTO and Keiichi 

WATANABE：Steady-state and time-resolved tryptophan fluorescence studies prove that P209G 

mutation enhances the local fluctuation of the turn between β8-9 strands of subtilisin 

Carlsberg 1st-Yellow Sea Rim Liaison Lectures & Meeting on Life & Food Science 2009/8/3-8 

日本/佐賀（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*Saori Arita, Naoki Fuchita, Hiroyuki Motoshima and Keiichi Watanabe：Mutational evidence 

that flexibility of the turn between β8-9 strands in subtilisins contributes to higher 

activity and thermolability 1st-Yellow Sea Rim Liaison Lectures & Meeting on Life & Food 

Science 2009/8/3-8 日本/佐賀（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*淵田直樹，熊井洋平，有田沙織，本島浩之，西本悦子，渡邉啓一：Subtilisin Carlsberg の P209G

変異がβ8-9 間ターンの局所的揺らぎに及ぼす影響の定常状態及び高速時間分割トリプトファン蛍

光解析 第33回蛋白質と酵素の構造と機能に関する九州シンポジウム 2009/9/10-12 日本/佐賀 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*有田沙織，淵田直樹，本島浩之，渡邉啓一：Subtilisin Carlsberg のβ8-9 間構造の柔軟性と活

性や熱安定性の関係の変異体解析 第 33 回蛋白質と酵素の構造と機能に関する九州シンポジウム 

2009/9/10-12 日本/佐賀（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*淵田 直樹，有田 沙織，本島 浩之，渡邉 啓一：Subtilisin Carlsberg の活性部位以外に位置するβ8、
9ストランド間ターンの柔軟性を上げることによって、触媒活性が上昇する 平成 21年度 日本生化学
会九州支部例会(福岡) 2009/5/16-17 日本/福岡（口頭発表）  
 

*淵田直樹，熊井洋平，有田沙織，本島浩之，西本悦子，渡邉啓一：Subtilisin Carlsberg の P209G

変異がβ8-9 間ターンの局所的揺らぎに及ぼす影響のトリプトファン蛍光解析 第 82 回日本生化

学大会(神戸)  2009/10/21-24 日本/神戸（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*淵田直樹，有田沙織，本島浩之，渡邉啓一：Subtilisin Carlsberg の P209A 変異により基質結合

ループの柔軟性が変化する（予定） 日本農芸学化学会 2010 年度大会 2010/3/27-30 日本/東京 

（口頭発表） 
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生物資源利用科学専攻（資源利用化学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：照屋 武志 

Takeshi Teruya, Yukihiro Tamaki, Teruko Konishi and Masakuni Tako：Rheological Characteristics 

of Alginate Isolated from Commercially Cultured Nemacystus decipiens (Itomozuku). Journal of 

Applied Glycoscience 未定 

 

学生氏名：坂尾 こず枝 

*Kozue Sakao, Makoto Fujii, and De-Xing Hou： Acetyl derivate of quercetin increases the 

sensitivity of human leukemia cells toward apoptosis. BioFactors 35（4）,399-405 2009.7 

 

*Kozue Sakao, Makoto Fujii, and De-Xing Hou：Clarification of the Role of Quercetin Hydroxyl 

Groups on Superoxide Generation and Cell Apoptosis by Chemical Modification. Bioscience, 

Biotechnology, and Biochemistry 73, 90253-1-6 2009.9 

 

学生氏名：隈元 拓馬 

*Kumamoto T, Fujii M, Hou DX.：Akt is a direct target for myricetin to inhibit cell transformation. 

Mol Cell Biochem. 2009 Jun 6. in press 

 

学生氏名：ﾘｮﾝ ﾁｪﾝ ﾆﾝ ｱﾌﾞﾗﾊﾑ 

Abraham Cheng-Ning Leong*, Yoshinori Kinjo, Masakuni Tako, Hironori Iwasaki, Hirosuke Oku, Hajime 

Tamaki.：Flavonoid glycosides in the shoot system of Okinawa Taumu (Colocasia esculenta S.)  

Food Chemistry 119(2), 630-635 2009.7 

 

学生氏名：林 葉子 

*Li C. -P, Hayashi Y, Enomoto H, Hu F, Sawano Y, Tanokura T, Aoki T：Phosphorylation of protein 

by dry-Heating in the presence of pyrophoshate and some characteristics of introduced phosphate 

groups. Food Chemistry  114(3),1036-1041 2009.6.1 

 

*Enomoto H, Nagae S, Hayashi Y, Li C. -P, Ibrahim H. R, Sugimoto Y, Aoki T：Improvement of Functional 

Property of Egg White Protein through Glycation and Phosphorylation by Dry-Heating. 

Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 22(4),591-597 2009.4 

 

*Li C. -P, Chen D, Peng J, Enomoto H, Hayashi Y, Li C, Ou L, Aoki T：Improvement of functional 

properties of whey soy protein phosphorylated by dry-heating in the presence of pyrophosphate. 

LWT-Food Science and Technology in press 

 

*Enomoto H, Hayashi Y, Li C. -P, Ohki S, Ohotomo H, Shiokawa M, Aoki T： Glycation and 

phosphorylation of alpha-lactalbumin by dry heating: Effect on protein structure and 

physiological functions. JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 92(7),3057-3068 2009.7 

 

*青木孝良・榎元廣文・林葉子：リレー投稿「機能性食品の研究」第 28 回  「リン酸化による食品タ

ンパク質の機能特性の改善」フードリサーチ 654.45-49 2009.12 

 

学生氏名：陳 継 華 

JIHUA CHEN, TAKUHIRO UTO, SHUNSUKE TANIGAWA, TOMEO YAMADA-KATO, MAKOTO FUJII and DE-XING HOU：

Microarray-based determination of anti-inflammatory genes targeted by 6-(methylsulfinyl) hexyl 

isothiocyanate in macrophages. experimental and therapeutic medicine 1: 33-40 Jan/1/2010 
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学生氏名：米元 俊一 

米元俊一・中野智木・中治十成・高峯和則・青木孝良・藤井信：サツマイモ発酵エキスと乳成分を利用

した新しい乳酸菌飲料の開発 日本醸造学会 104 巻 12 号 969～977 2009 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：照屋 武志 

*照屋武志，建本秀樹，小西照子，田幸正邦：オキナワモズク由来アセチルフコイダンの構造特性とマ

クロファージ活性化作用 日本糖質学会 2009/9/9-11 日本/岐阜（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：林 葉子 

*Yoko Hayashi, Hirofumi Enomoto, Can-Peng Li, Hajime Hatta, and Takayoshi Aoki：Improvement 

of foaming property of egg white protein by phosphorylation through dry-heating in the 

presence of pyrophosphate The 5th Pacific Rim Food Protein Symposium 2009/8/21-22 カ

ナダ/バンクーバー（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：ﾓﾊﾏﾄﾞ ｲﾑﾗﾇﾙ ﾎｸ 

*Md. Imranul Hoq, Hisham R. Ibrahim：21st IUBMB and 12th FAOBMB International Congress of 

Biochemistry and Molecular Biology 2009/8/2-7 中国/上海（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：鶴田 裕美 

*鶴橋 亨，阿部真一，中島美奈子，井上利弘，柘植圭介，吉村臣史，鶴田裕美，四元博晃: スサビ

ノリ由来ポルフィランの脂肪低減効果に関する研究  日本食品科学工学会 第 56 回大会  

2009/9/10-12  日本/名古屋（口頭発表） 

 

学生氏名：陳 継華 

*Jihua Chen, Makoto Fujii, De-Xing Hou：Microarray-based determination of anti-inflammatory 

genes targeted by fisetin in macrophages Inflammation 2010 2010/1/27-30 ルクセンブル

グ/ルクセンブルグ（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*陳 継華, 藤井 信, 侯 徳興：Anti-inflammatory effects of phytochemicals by DNA microarry 

日本農芸学化学会 2010 年度大会 2010/3/27-30 日本/東京（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：米元 俊一 

米元 俊一：本格焼酎における技術と商品開発 単式技術者研修 2009/7/31 日本/鹿児島（講演） 

 

米元 俊一：本格焼酎における技術と商品開発 単式技術者研修 2009/9/4 日本/広島（講演） 

 

学生氏名：ﾜﾗﾁｯﾄ ﾊﾟﾖﾑ 

*Phayom W., Tanaka M.：Basic properties and quality changes during storage on rice straw 

第６４回農業機械学会九州支部例会 第７２回九州農業研究発表会農業機械部会 2009/8/20-21  

日本/佐賀（口頭発表） 
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生物資源利用科学専攻（生物機能開発学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：豊川 洋一 

*Toyokawa Y, Takahara H, Reungsang A, Fukuta M, Hachimine Y, Tachibana S, and Yasuda M：

Purification and characterization of a halotolerant serine proteinase from thermotolerant 

Bacillus licheniformis RKK-04 isolated from Thai fish sauce. Applied microbiology and 

biotechnology in press 

 

学生氏名：ﾆﾗﾝﾀ ﾗｸｽｭﾏﾝ ﾎﾟｰﾗﾝﾊﾞ ﾘﾔﾈｹﾞ 

*P. L. Nilantha Lakshman, Yoichi Toyokawa, Hirohide Toyama, Toki Taira, Masaaki Yasuda：

Purification and characterization of two extracellular acid proteinases from Monascus pilosus.  

Food Chemistry in press 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：翁長 彰子 

*翁長彰子，知念康太，平良東紀，伊藤進：LysM（CBM50）融合キチナーゼのキチン結合活性および

抗真菌活性 第 23 回キチン・キトサンシンポジウム 2009/8/20-21 日本/佐賀（口頭発表） 

 

*S. Onaga, T. Ohnuma, K. Murata, E. Katoh, T. Taira：Structure and function of plant chitinase 

containing LysM domains from a fern (Pteris ryukyuensis)  The 11th International Conference 
on Chitin and Chitosan & The 8th Asia-Pacific Chitin abd Chitosan Symposium  2009/9/6-9 

台湾/台北（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：ﾆﾗﾝﾀ ﾗｸｽｭﾏﾝ ﾎﾟｰﾗﾝﾊﾞ ﾘﾔﾈｹﾞ 

*P.L.N.Lakshman, Y. Toyokawa, H.Toyama, T.Taira, M.Yasuda：Biochemical characterization of 

two forms of acid proteinases from Monascus pilosus 2009 年度日本食品科学工学会西日本支
部大会 2009/10/30-31 日本/沖縄（口頭発表） 

 

 

生物環境保全科学専攻（生物環境保護学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：安部 布樹子 

臼井 陽介※，安部布樹子：ヤシオオオサゾウムシの脅威と分布の拡大 生物の科学 遺伝 63 (3), 

109-112 2009.5 

 

Fukiko Abe※, Kunihiko Hata, Koichi Sone：Lihe history of the red palm weevil, rhynchophorus 

ferrugineus (Coreoptera: Dryophtoridae), in southern Japan.  The Florida Entomologist Society 

91 (3),421-425 2009.9 

 

安部布樹子※，畑 邦彦，曽根晃一：南九州でのヤシオオオサゾウムシの飛翔第一ピーク時の飛翔パタ

ーン 九州森林研究 第 63 号 発行予定 

 

Fukiko Abe※, Misako ohkusu, Tatsuya Kubo, Susumu Kawamoto, Koichi Sone, Kunihiko Hata：Isolation 

of yeasts from palm tissues damaged by the red palm weevil and their possible effect on the 

weevil overwintering. Mycoscience in press 

 



56 
 

学生氏名：ｸﾞｯﾃｨﾗ ﾕｶﾞｰﾝﾀ ｼﾞｬﾔｼﾝﾊ 

G.Y.Jayasinghe*, Y.Tokashiki, M.Kitou & K.Kinjo：Coal fly ash based synthetic aggregates as 

potential apternative container sbstrates for ornamentals. Journal of plant nutrition and soil 

science 172(5), 597-732 2009/10/1 

 

G.Y.Jayasinghe*, Y.Tokashiki & M.Kitou：Evaluation of coal fly ash based synthetic aggregates 

as a soil amendment for the low productive acidic red soil.  Journal of water air soil pollution 

204,29-41 2009/11/1 

 

G.Y.Jayasinghe*, Y.Tokashiki & M.Kitou：Use of synthetic soil aggregates as a containerized growth 

medium component to substitute peat in the ornamental plant production. 56(2), 183-199 

2010/4/1 

 

G.Y.Jayasinghe*, Y.Tokashiki, M.Kitou & K. Kinjo：Effect of synthetic soil aggregates as asoil 

amendment to enhance propertiws of problematic grey soil("Jahgaru") soils in Okinawa, Japan. 

Journal of communications in soil science and plant analysis in press 

  

G.Y.Jayasinghe*, Y.Tokashiki, K.Kinjo and I.D.Liyana Arachchi：Evalutation of the use of 

synthetic red soil aggregates and zeolite as substrates for ornamental plant production. Journal 

of plant nutrition in press 

 

G.Y.Jayasinghe*, Y.Tokashiki, I.D.Liyana Arachchi and M. Arakaki：Sewage sludge sugarcane trash 

based compost and synthetic aggregates as peat substitutes in containerized media for crop 

production. Journal of Hazardous Materials 174, 700-706  2010/4/1 

  

kashiki, M. Kitou, F. Anugroho and G.Y.Jayasinghe：White crystal material developed from the 

shimajiri mudstone in okinwa island, japan. Clay science journal  48(3), 131-136  2009 

 

学生氏名：ﾌｧｼﾞﾘ ｱﾇｸﾞﾛﾎ  

*Fajri Anugroho, Makoto Kitou, Fujio Nagumo, Kazutoshi Kinjo, G.Y. Jayasinghe：Potential growth 

of hairy vetch as a winter legume cover crops in subtropical soil conditions. Soil Science and 

Plant Nutrition in press 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：安部 布樹子 

安部布樹子※，畑 邦彦，曽根晃一：南九州でのヤシオオオサゾウムシの飛翔第一ピーク時の飛翔パ

ターン 日本森林学会九州支部会第 65 大会 2009/10/16 日本/福岡（口頭発表） 

 

学生氏名：ｸﾞｯﾃｨﾗ ﾕｶﾞｰﾝﾀ ｼﾞｬﾔｼﾝﾊ 

G.Y.Jayasinghe*, Y.Tokashiki and M. Kitou："Influence of coal fly ash based pellet aggregates 

addition on physicochemical properties of acid soils in subtropical Okinawa, Japan and their 

effect on the growth and nutrient content of Brassica campestris" 日本土壌肥料学会 2009 年
京都大会 2009/9/15-17 日本/京都（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

  

学生氏名：ﾌｧｼﾞﾘ ｱﾇｸﾞﾛﾎ  

Makoto Kitou*, Fajri Anugroho, Takeshi Nakama, Fujio Nagumo：Effect of sowing time on growth 

of winged bean as a cover crop in Okinawa 日本雑草学会第 48 回大会 2009/4/10-12 日本/

倉敷（口頭発表） 
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Fajri Anugroho, Makoto Kitou：Effect of hairy vetch living mulch and subsequent incorporation 

on soil properties and weed growth 日本土壌肥料学会 2009 年京都大会 2009/9/15-17 日本/

京都（口頭発表） 

 

Makoto Kitou*, Fajri Anugroho, Kazutoshi Kinjo, Takeshi Nakama, Fujio Nagumo：Study on growth 

of winged bean and velvet bean under various soils 日本土壌肥料学会 2009 年京都大会 

2009/9/15-17 日本/京都（口頭発表） 

 

学生氏名：田中 龍聖 

*田中龍聖，奥村悦子，吉賀豊司：Caenorhabditis japonica 耐久型幼虫のベニツチカメムシ随伴に

よって発現が変化するタンパク質の解析 日本線虫学会 2009/9/3-5 日本/熊本（口頭発表） 

 

*田中龍聖，奥村悦子，吉賀豊司：Caenorhabditis japonica dauer juveniles enter quiescence on 

the bug and increase survivability. ロシア国際線虫学会 2009/8/17～21 ベトナム/ハノイ 

（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：中村 麻美 

*中村麻美・大石圭太・新垣拓也・畑邦彦・曽根晃一：ドングリの生存過程に影響を与える要因-人

工貯食の盗難状況- 日本森林学会九州支部会第 65 大会 2009/10/16 日本/福岡（口頭発表） 

 

*中村麻美・平田令子・井鷺裕司・畑邦彦・曽根晃一：スギ人工林内で生育するマテバシイ稚樹は

どこからやってきたのか？ 第 57 回日本生態学会大会 2010/3/15-20 日本/東京（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

 

生物環境保全科学専攻（生物生産工学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：古賀 あかね 

*古賀あかね，瀬口昌洋，郡山益実：有明海奥部干潟域における脱窒菌群の生息分布と脱窒活性 農業

農村工学会論文集 77(2)，121-128 2009.4 

 

*速水祐一，山本浩一，濱田孝治，郡山益実，古賀あかね，吉野健児，吉田誠，片野俊也，山口創一：

有明海奥部における栄養塩濃度分布の季節変化 土木学会論文集 B2(海岸工学)  B2-65(1)，991-995  

2009 

 

*郡山益実，瀬口昌洋，古賀あかね，アリム・イスナンセテョ，速水祐一，山本浩一，濱田孝治，吉野

健児：有明海奥部の干潟・浅海域における窒素・リンの季節変化 土木学会論文集 B2(海岸工学)  

B2-65(1)，1031-1035 2009 

 

*古賀あかね，瀬口昌洋，郡山益実：有明海奥部干潟域における脱窒活性とその環境要因について 水

工学論文集 発行予定 

 

学生氏名：申 龍熙 

申龍熙，瀬口昌洋，郡山益実：衛星データを用いた植生キャノピー内の電磁波吸収・散乱過程に基づく

LAI の広域的推定 農業農村工学会論文集 77(4).41-48 2009.8 
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学生氏名：石川 大太郎 

石川 大太郎，石黒 悦爾，関岡 信一，大神 修一郎，箱山 晋，川満 芳信：分光反射特性によるサツマ

イモの塊根部重量推定に関する基礎研究 農業気象 65(2）,19-200 2009.6 

 

学生氏名：ﾛｼﾞｬｰ ｱﾌﾟﾝﾀｰ ﾙﾕﾝ ｼﾞｭﾆｱ 

*Luyun Jr., R., Momii, K., and Nakagawa, K.：Laboratory-scale saltwater behavior due to subsurface 

cutoff wall. Journal of Hydrology 377, 227-236 2009.10 

 

学生氏名：ｲｯｻ・ｻﾞｶﾘｱ ｱﾌﾞﾄﾞｩﾙｽﾃﾞｨ 

*Issa-Zacharia A,  Kamitani Y, Motita K &  Iwasaki K：Sanitization potency of slightly acidic 

electrolyzed water against pure cultures of Escherichia coli and Staphylococcus aureus, in 

comparison with that of other food sanitizers.  Food Control 21 , 740-745 2010.1 

 

*Issa-Zacharia A,  Kamitani Y, Motita K &  Iwasaki K：Decontamination of read-to-eat Japanese 

mustard green (Brassica japonica) from Escherichia coli using Slightly Acidic Electrolyzed Water. 

African Journal of Microbiology Research 3(10), 649-653  2009.10  

 

学生氏名：木村 匠 

木村匠*，宜保清一，中村真也，佐々木慶三，周亜明：島尻層群泥岩地すべりの発生・再滑動に関与す

る強度-安里地すべりを事例として- 発行予定 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：石谷哲寛 

*石谷哲寛，瀬口昌洋，郡山益実：有明海奥部における貧酸素水塊の消長について 平成 21 年度農業農

村工学会大会講演会 2009/8/4-6 日本/つくば（口頭発表）   

 

*石谷哲寛，瀬口昌洋，郡山益実：有明海奥部における貧酸素水塊の発生と物理的及び生化学的パラメ

ータの影響について 第 90 回農業農村工学会九州支部講演会 2009/10/27-28 日本/鹿児島（口頭発

表） 

 

学生氏名：古賀 あかね 

*古賀あかね，瀬口昌洋，郡山益実：有明海の干潟域及び浅海域における脱窒菌の生息分布について 

平成 21 年度農業農村工学会大会講演会 2009/8/4-6 日本/つくば（口頭発表） 

 

*古賀あかね，瀬口昌洋，郡山益実：泥質干潟における脱窒速度と環境因子との関係について 

第 90 回農業農村工学会九州支部講演会 2009/10/27-28 日本/鹿児島（口頭発表） 

 

古賀あかね，瀬口昌洋，*郡山益実：有明海奥部干潟域における脱窒活性とその環境要因について 

第 54 回水工学講演会 2010/3/3-5 日本/北海道（口頭発表） 

 

学生氏名：申 龍熙 

*申龍熙，瀬口昌洋，郡山益実：ASTER データを用いた流域蒸発散量の推定 平成 21 年度農業農村

工学会大会講演会 2009/8/4-6 日本/つくば（口頭発表） 

 

*申龍熙，瀬口昌洋，郡山益実：ASTER データを用いた山地流域の LAI 及び蒸発散量の推定 平成

21 年度農業農村工学会九州支部シンポジウム 2009/10/27 日本/鹿児島（口頭発表） 
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学生氏名：石川 大太郎 

*石川大太郎・迫田航･西本琢人・香川裕樹・箱山晋・石黒悦爾：U5 近接リモートセンシング手法を

用いた水稲の等級診断手法に関する研究-分光画像と生育環境の差異による収穫適期推定手法の開

発(pp135-pp136)  リモートセンシング学会第 46 回学術講演会 2009/5/21-22 日本/東京（ﾎﾟｽﾀ

ｰ発表） 

 

*石黒悦爾･高松尚人･石川大太郎・西本琢人･山口雄也：U8 高分解能衛星 ALOS とハイパースペクト

ルデータを用いた徳之島における稀少樹種の抽出法について(pp141-pp142)  リモートセンシン

グ学会第 46 回学術講演会 2009/5/21-22 日本/東京（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*石川大太郎・根木原真二･西本琢人・田崎弘太郎・山口裕也・石黒悦爾：B41 リモートセンシング

手法を用いた森林管理システム構築に関する基礎的研究 農業環境工学関連学会 2009 年合同大会 

2009/9/15-18 日本/東京（口頭発表） 

 

石川大太郎・*西本琢人・田崎弘太郎・山口裕也・石黒悦爾：B53 近接リモートセンシング手法を用

いた茶の生育・品質推定手法の開発 農業環境工学関連学会 2009 年合同大会 2009/9/15-18 日

本/東京（口頭発表） 

 

*八木康介・石川大太郎・石黒悦爾：リモートセンシング手法を用いたサツマイモの生育推定に関

する研究(pp63-pp66)  日本農業気象学会九州支部会 2009/11/25-26 日本/福岡（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*宮崎慧・石川大太郎・迫田航・箱山晋・石黒悦爾・平山慎作・細川直宏・井出之上利弘・亀澤広

幸：リモートセンシング手法を用いた一等米比率向上に関する基礎的研究-圃場内の生育環境のば

らつきが等級に与える影響(pp67-pp70)  日本農業気象学会九州支部会 2009/11/25-26 日本/

福岡（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*西脇彩香・西本琢人・石川大太郎・宮之脇幸喜・石黒悦爾：リモートセンシング手法を用いた茶

の生育・品質推定手法の開発-窒素量の差異が茶の生育･品質に及ぼす影響について-(pp75-pp78) 

日本農業気象学会九州支部会 2009/11/25-26 日本/福岡（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*有枝亮･石川大太郎・根木原真二･山口裕也・石黒悦爾：ALOS データを用いた斜面崩壊地の予測手

法の開発(pp79-pp82)  日本農業気象学会九州支部会 2009/11/25-26 日本/福岡（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：ﾛｼﾞｬｰ ｱﾌﾟﾝﾀｰ ﾙﾕﾝ ｼﾞｭﾆｱ 

*Roger Luyun Jr，籾井和朗,中川 啓：Laboratory-scale effects of flow barriers on seawater 

intrusion 日本地下水学会 2009 年秋季講演会 2009/10/15 日本/札幌（口頭発表） 

 

学生氏名：ｸｽﾐﾔﾃｨ 

kusumiyati, T. Akinaga, Seishi Kawasaki, Munehiro Tanaka：Evaluation of tomato leaf on-tree 

and after-picking under the the different concentration of nutrient solution using portable 

NIR spectroscopy 農業環境工学関連学会 2009 年合同大会 2009/9/15-18 日本/東京（口頭発表） 

 

学生氏名：ｲｯｻ・ｻﾞｶﾘｱ ｱﾌﾞﾄﾞｩﾙｽﾃﾞｨ  

*Issa-Zacharia A,  Kamitani Y, Motita K & Iwasaki K：Efficacy of Slightly Acidic Electrolyzed 

Water on inactivation of aerobic microorganism present on intact (Spinacia oleracea L.) 

leaves. International Food Machinery and Technology Exhibition [FOOMA, 2009] Academic Plaza  

2009/6/9-12 日本/東京（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 
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*Issa-Zacharia A,  Kamitani Y, Motita K &  Iwasaki K：Effectiveness of Slightly Acidic 

Electrolyzed Water in microbial decontamination of ready-to-eat vegetables 農業環境工学

関連学会 2009 年合同大会 2009/9/15-18 日本/東京（口頭発表） 

 

*Issa-Zacharia A,  Kamitani Y, Motita K &  Iwasaki K： Efficacy of Slightly Acidic 

Electrolyzed Water on inactivation of aerobic microorganism present on intact (Spinacia 

oleracea L.) leaves.  農業環境工学関連学会 2009 年合同大会 2009/9/15-18 日本/東京（口

頭発表） 

 

学生氏名：木村 匠 

木村匠*，宜保清一，中村真也，ｳﾞｨﾀﾅ ﾌﾞｯﾃﾞｨ ｼﾜﾝﾀ：安里地すべりの再滑動に関与する強度につい

て 平成 21 年度日本地すべり学会九州支部学術講演会 2009/5/28-29 日本/熊本（口頭発表） 

 

Sho Kimura*，Seiichi Gibo，Shinya Nakamura，Shriwantha Buddhi Vithana：Shear Strength 

Characteristics of Landslide Soils, Asato Landslide, Okinawa, Japan  ISOPE-2009 Osaka 

2009/8/4-6 日本/大阪（口頭発表） 

 

木村匠*，宜保清一，中村真也，佐々木慶三，周亜明 ：島尻層群泥岩地すべりの発生・再滑動に関

与する強度-安里地すべり- 平成 21 年度農業農村工学会大会講演会 2009/8/4-6 日本/つくば 

（口頭発表） 

 

木村匠*，宜保清一，中村真也，佐々木慶三，周亜明 ：安里地すべりの発生(初生)・再滑動に関与

する強度 第 48 回日本地すべり学会研究発表会 2009/8/25-27 日本/新潟（口頭発表） 

 

木村匠*，宜保清一，中村真也：安里地すべりの発生に関与する強度 第 90 回農業農村工学会九州

支部講演会 2009/10/27-28 日本/鹿児島（口頭発表） 

 

Sho Kimura*，Seiichi Gibo，Shinya Nakamura，Shriwantha Buddhi Vithana：Landslide Stability 

Analysis Utilizing Shear Strength of Slip Surface Soil:Asato and Tyunjun Landslides, Okinawa, 

Japan  Geo Florida 2010  2010/2/20-24 アメリカ/フロリダ（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：ｻﾝﾊﾟﾁｬﾀﾅﾗｸﾞ ｸﾜﾝﾄﾘｰ  

*Saengprachatanarug K, Ueno M, Komiya Y, Taira E：Soil deformation beneath a wheel in the 

repetition traveling 農業環境工学関連学会 2009 年合同大会 2009/9/15-18 日本/東京（口頭

発表） 

 

 

水産資源科学専攻（海洋生産環境学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：ﾓﾊﾏﾄﾞ ﾔｰﾐﾝ ﾎｻｲﾝ 

*Fulanda BM, Ohtomi J, Munga C, Osore M, Mugo R, and Hossain MY：The structure and evolution 

of the coastal migrant fishery of Kenya. Ocean and Coastal Management 52(9), 459-466 

2009.7  

 

*Hossain MY, Ohtomi J, and Ahmed ZF,：Morphometric, meristic characteristics and conservation 

of the threatened fish, Puntius sarana (Hamilton, 1822) (Cyprinidae) in the Ganges 



61 
 

River, northwestern Bangladesh. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 9(2), 223-225  

2009.11 

 

*Hossain MY, and Ohtomi J, ：Growth of the southern rough shrimp Trachysalambria curvirostris 

(Penaeidae) in Kagoshima Bay, southern Japan.  Journal of Crustacean Biology 30(1), 75-82 

2010.2 

 

*Hossain MY, Ahmed ZF, Islam ABMS, Jasmine S, and Ohtomi J,：Gonadosomatic index-based size at 

first sexual maturity and fecundity indices of the Indian River shad Gudusia chapra (Clupeidae) 

in the Ganges River (NW Bangladesh).  Journal of Applied Ichthyology in press 

 

学生氏名：ｼﾞｭﾘｱﾝﾃｨ ｸｽﾏﾜﾃｨ ﾏﾇ 

* Manu JK, Nishi R, De Leon MP, Hosotani K, Hidaka M.：冬季季節風下でのリーフカレント発生機

構に関する現地調査 Annual Journal of Civil Engineering in the Ocean, JSCE 25, 1329-1334 

2009.6 

 

学生氏名：ｽﾑﾛ ｱﾆﾗ ﾅｽﾞ 

Soomro A. N. Suzuki, H, Kitazaki. M and Kobari, T.：SPECIES COMPOSITION OF FRESHWATER SHRIMP 

IN KIKAI-JIMA ISLAND, SOUTHERN JAPAN Journal of Crustacean Biology 39 (4):in press 

 

学生氏名：ﾊﾛﾙﾄﾞ ﾓﾄﾞｯｸ ﾓﾝﾃｸﾗﾛ 

*Monteclaro,  H., Anraku, K. and Matsuoka, T.：Morphology and electrophysiology of crayfish 

antennules. New Frontiers in Crustacean Biology: Proceedings of The Crustacean Society Summer 

Meeting in Japan in 2009 (Crustaceana Monographs Series Brill) in press 

 

*Monteclaro, H., Anraku, K., Uno, S., Koyama, J., Matsuoka, T. and Quinitio, G.F.：Water quality 

degradation and its effects on fishing activities.  Mem. Fac. Fish Kagoshima Univ. in press 

 

学生氏名：ﾏﾗｲ ﾁｮﾄﾞﾘ 

*Oku T, Sugawara A, Choudhury M, Komatsu M, Yamada S, and Ando S：Lipid and fatty acid compositions 

differentiate between wild and cultured Japanese eel (Anguilla japonica). Food Chemistry 115, 

436-440 2009.4  

 

*Choudhury M, Yamada S, Komatsu M, Kishimura H, and Ando S：Homologue of mammalian apolipoprotein 

A-II in non-mammalian vertebrates.  Acta Biochimica et Biophysica Sinica  41(5), 370-378 

2009.5  

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：ﾓﾊﾏﾄﾞ ﾔｰﾐﾝ ﾎｻｲﾝ 

*Hossain MY, Ohtomi J ： Spatiotemporal distribution of the southern rough shrimp 

Trachysalambria curvirostris (Penaeidae) in the semi-enclosed, deepwater Kagoshima Bay, 
southern Japan  The Crustacean Society Summer Meeting and The 47th Annual Meetings of the 

Carcinological Society of Japan  2009/9/20-24 日本/東京（口頭発表） 

 

学生氏名：耿 瑞 

耿 瑞：水産物輸出拡大による産地の構造変化：青森県陸奥湾ナマコの対中国輸出を事例として  

地域漁業学会 2009/11/27-29 日本/下関市（口頭発表） 

 



62 
 

学生氏名：ｼﾞｭﾘｱﾝﾃｨ ｸｽﾏﾜﾃｨ ﾏﾇ  

Nishi R, * Manu JK, Yasuhiro K.：Analytical Estimation of Sediment Transport in River into 

a Nearshore Zone - A Life of Sediment in an Aquatic Zone  World Ocean Conference 2009 

2009/5/11-13 インドネシア/マンドゥ（口頭発表） 

 

* Manu JK, Nishi R, De Leon MP, Hosotani K, Hidaka M.：冬季季節風下でのリーフカレント発

生機構に関する現地調査 第 34 回（2009 年度）海洋開発シンポジウム 2009/6/29-30 日本/横浜 

（口頭発表） 

 

学生氏名：ｽﾑﾛ ｱﾆﾗ ﾅｽﾞ 

ｽﾑﾛ ｱﾆﾗ ﾅｽﾞ：Habitat preference by two atyid shrimps Caridina sakishimensis and Caridina 
typus in Urabaru stream, Kikai-jima Island  The Crustacean Society Summer Meeting and The 
47th Annual Meetings of the Carcinological Society of Japan  2009/9/20-24 日本/東京 

（口頭発表） 

 

学生氏名：ﾊﾛﾙﾄﾞ ﾓﾄﾞｯｸ ﾓﾝﾃｸﾗﾛ 

*Monteclaro, H., Anraku, K. and Matsuoka, T.：Response properties of crayfish antennules 

to hydrodynamic stimulus: functional differences in the lateral and medial flagella  The 

Crustacean Society Summer Meeting and The 47th Annual Meetings of the Carcinological Society 

of Japan  2009/9/20-24 日本/東京（口頭発表） 

 

*Monteclaro, H., Anraku, K. and Matsuoka, T.：The crayfish medial antennular flagellum: a 

hydrodynamic receptor analogous to fish lateral line  Symposium on the Formation of Research 

Center on Control Against Negative Impacts of Coastal Fisheries Resources in Southeast Asia  

2009/10/31-11/1 日本/鹿児島（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*Monteclaro, H., Anraku, K., Uno, S., Koyama, J., Matsuoka, T. and Quinitio, G.F.：Water 

quality degradation and its effect on fishing activities  Symposium on the Formation of 

Research Center on Control Against Negative Impacts of Coastal Fisheries Resources in 

Southeast Asia  2009/10/31-11/1 日本/鹿児島（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：ﾏﾗｲ ﾁｮﾄﾞﾘ 

*Choudhury M, 小松正治,山田章二,安藤清一：ニホンウナギにおける２種の新規アポリポタンパク

質 A遺伝子の構造 平成 21 年度日本水産学会秋季大会 2009/9/30-10/4 日本/盛岡（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

 

水産資源科学専攻（水産資源利用学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：ｱｽﾀﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ 

A. Laining, M.Ishikawa, K.Kyaw, J.Gao, N.T.Binh, S.Koshio, S.Yamaguchi, S.Yokoyama, J.Koyama.：

Dietary calcium/phosphorus ratio influences the efficacy of microbial phytase on growth, mineral 

digestibility and vertebral mineralization in juvenile tiger puffer, Takifugu rubripes. 

Aquaculture Nutrition (Accepted). Aquaculture Nutrition in press 

 

A. Laining, R.F. Traifalgar, M.Thu, C.F.Komilus, Md.A. Kader, M.Ishikawa, S.Koshio, S.Yokoyama： 

Influence of dietary phytic acid on growth, feed intake and nutrients utilization in juvenile 
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Japanese flounder, Paralichthys olivaceus.  Journal of World Aquaculture Society in press 

 

学生氏名：ｷｮｳ ｷｮｳ 

*Kyaw Kyaw,Shunsuke Koshi ,Manabu Ishikawa, Saichiro Yokoyama,Kotaro Kikuchi and Yoshikazu 

Muraoka：Supplemental effects of dietary blue mussel meat for juvenile tiger puffer, Takifugu 

rubripes when fed diets containing low fish meal contents Aquaculture Science 

in press 

 

*Kyaw Kyaw,Shunsuke Koshi ,Manabu Ishikawa, Saichiro Yokoyama,Kotaro Kikuchi, Asda 

LainingYoshikazu Muraoka andYugo Akimoto： Effects of different levels of dietary mussel 

phospholipids on the performances of juvenile kuruma shrimp, Marsupenaeus japonicus Bate 

Aquaculture Science in press 

 

*Asda Laining, Manabu Ishikawa,Kyaw Kyaw, Jin Gao,Nguyen Than Binh, Shunsuke Koshio, Sayuri 

YamaguchiSaichiro Yokoyama, J.Koyama：Dietary calcium:phosphorus ratio influences the efficacy 

of microbial phytase on growth, mineral digestibility and vertebral mineralization in juvenile 

tiger puffer, Takifugu rubripes Aquaculture Nutrition in press 

 

学生氏名：ﾅｻﾆｴﾙ ｶﾙ ｱﾅｽｺ 

*Añasco NC, Uno S, Koyama J, Matsuoka T, Kuwahara N：Assessment of Pesticide Residues in Freshwater 

Areas Affected by Rice Paddy Effluents in Southern Japan. Environmental Monitoring & Assessment 

160: 371-383 January 2010 

 

*Añasco NC, Koyama J, Uno S：Pesticide residues in coastal waters affected by rice paddy effluents 

temporarily stored in a wastewater reservoir in southern Japan. Archives of Environmental 

Contamination and Toxicology 58: 352-360 February 2010 

 

*Uno S, Koyama J, Kokushi E, Monteclaro H, Santander S, Cheikyula JO, Miki S, Añasco NC, Pahila 

IG, Taberna Jr HS, Matsuoka T：Monitoring of PAHs and alkylated PAHs in aquatic organisms after 

1 month from the Solar I oil spill off the coast of Guimaras Island, Philippines.  Environmental 

Monitoring and Assessment in press  

 

学生氏名：國師 恵美子 

*Seiichi Uno, Jiro Koyama, Emiko Kokushi, Harold Monteclaro, Sheryll Santander, J. Orkuma 

Cheikyula, Shizuho Miki, Nathaniel Añasco, Ida G. Pahila, Hilario S. Taberna Jr., Tatsuro 

Matsuoka：Monitoring of PAHs and alkylated PAHs in aquatic organisms after 1 month from the 

Solar I oil spill off the coast of Guimaras Island, Philippines. Environ Monit Assess in press 

 

*Seiichi Uno, Masayo Murakami, Emiko Kokushi, Jiro Koyama：Interspecies Differences in the 

Accumulation of  Tributyltin and Its Metabolites Under Dietary  Exposure in Sea Perch, 

Lateolabrax japonicus, and Red Sea Bream, Pagrus major. Environmental Toxicology  in press 

 

学生氏名：ﾓﾊﾏﾄﾞ ｱﾌﾞﾄﾞﾙ ｶﾃﾞｰﾙ 

Laining, A., Traifalgar, F.R., Thu, M., Komilus, F.C., Kader, M.A., Koshio, S., Ishikawa, M., 

Yokoyama, S.：Influence of dietary phytic acid on growth, feed intake and nutrients utilization 

in juvenile Japanese flounder, Paralichthys olivaceus. Journal of the World Aquaculture Society 

in press 
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（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：ｱｽﾀﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ 

A. Laining, S.Koshio, M. Ishikawa, S. Yokoyama, S. Yamaguchi, Y. Suzuki, K. Kyaw, M. A. Kader, 

N.T. Binh.： Interaction between dietary phosphorus and microbial phytase on growth, 

digestibility, bone mineralization, and phosphorus deficiency sign in juvenile red sea bream, 

Pagrus major. Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 韓国/釜山（口頭発表） 
 

M.A. Kader, Y. Honda, A. Laining, K.Kyaw, N.T. Binh, J. Gao, S. Yokoyama, M. Ishikawa, 

S.Koshio. ：Growth, nutrient utilization and element composition in red sea bream Pagrus 
major, fed graded levels of fermented soybean meal and scallop by-product blend.  Asian 
Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

K. Kyaw, S. Koshio, M. Ishikawa, S. Yokoyama, A. Laining, M.A.Kader, Y. Muraoka, Y. Akimoto, 

S. Yamaguchi, N.T. Binh. ：The effect of different levels of dietary mussel phospholipid 

on growth, survival and body composition of juvenile Japanese flounder, Paralichthys 
olivaceus.  Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール 
（口頭発表） 

 

J. Gao, C.F.Komilus, A. Laining, N.T. Binh, R.E. Mamauag, M.A.Kader, S. Yokoyama, M. Ishikawa, 

S.Koshio. ：Effect of dietary oxidized fish oil mix with palm oil on growth performances, 

fatty acid composition and oxidative status of juvenile Japanese sea bass, Laterolabrax 
maculates.  Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール 
 

N.T. Binh, Y. Hirakawa, S. Harakawa, J. Ragaza, R.E. Mamauag, A. Laining, J. Gao, M.A. Kader, 

K. Kyaw, S. Yokoyama, M.Ishikawa, S.Koshio.：The influence of marine polychaete extracts 

on ovarian maturation of kuruma shrimp, Marsupenaeus japonicus broodstock.  Asian Pacific 
Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

R.E. Mamauag, J. Ragaza, A. Laining, Binh, N.T., J. Gao, S. Yokoyama, M. Ishikawa, S.Koshio.：

Utilization of free and peptide dietary methionine supplementation for the red sea bream, 

Pagrus major in a soy protein isolate diet.  Asian Pacific Aquaculture 2009 

2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

J. Ragaza, R.E. Mamauag, A. Laining, N.T. Binh, Y. Muraoka, A. Yanagi, T. Sakurai, S. Yokoyama, 

M. Ishikawa, S.Koshio. :  Methionine supplementation in a soy protein isolate diet for 

juvenile Japanese flounder, Paralichthys olivaceus.  Asian Pacific Aquaculture 2009  
2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

S. Yamaguchi, A. Laining, S.Koshio, M. Ishikawa, S. Yokoyama, Y.Suzuki, K. Mehara, J. Gao, 

R.E. Mamauag.: Growth performances and fluctuation of postprandial plasma phosphorus of 

Japanese flounder fed diet containing different levels of phosphorus and microbial phytase 

supplementation. Asian Pacific Aquaculture 2009 2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール 

（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：ｷｮｳ ｷｮｳ 

*Kyaw Kyaw,Shunsuke Koshi ,Manabu Ishikawa, Saichiro Yokoyama,Asda Laining, Md. Abdul 

Kader,Muraoka Yoshikazu, Akimoto Yugo,: Effects of different levels of mussel phospholipids 
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on the performances of juvenile Japanese flounder Paralichthys olivaceus  Asian Pacific 

Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

*Binh Thanh Nguyen, Yasuki Hirakawa ,Shougo Harakawa, Janice Ragaza,Roger Mamauag, Asda 

Laining,Jin Gao, Md. Abdul Kader,  Kyaw Kyaw, Saichiro Yokoyama,   Manabu Ishikawa,Shunsuke 

Koshio: The influence of marine polychaete extracts on ovarian maturation of kuruma shrimp, 

Marsupenaeus japonicus brood stock. Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシ
ア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

*Md. Abdul Kader, Yuki Honda,Asda Laining, Kyaw Kyaw Nguyen Than Binh, Jian Gao,  Saichiro 

Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio: Growth, nutrient utilization and element 

composition in red seabream, Pagrus major fed graded levels of fermented soybean meal and 
scallop by-product blend. Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラル

ンプール（口頭発表） 

 

*Asda Laining, Shunsuke KoshioManabu Ishikawa, Saichiro Yokoyama,Sayuri Yamaguchi, Yuta 

Suzuki, Kyaw Kyaw, Md. Abdul Kader,  Nguyen Than Binh: Interaction between dietary phosphorus 

and microbial phytase on growth, digestibility, bone mineralization and phosphorus 

deficiency signs in juvenilered seabream, Pagrus major. Asian Pacific Aquaculture 2009 
2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

*Asda Laining, Rex Ferdinand Trifalgar,Moe Thu, Kyaw Kyaw, Md. Abdul Kader, Saichiro 

Yokoyama,Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio: Dietary Ca-P ratio and microbial phytase 

influences the efficacy of microbial phytase on growth, mineral digestibility and vertebral 

mineralization in juvenile  tiger puffer, Takifugu rubripes. Exchange Program and Research 
Presentation 2009 2009/3/1-10 アメリカ/テキサス（口頭発表） 

 

*Yoshikazu Muraoka, Shunsuke Koshio ,Manabu Ishikawa, Saichiro Yokoyama,Yugo Akimoto, Sayuri 

Yamaguchi, Nguyen Than Binh, Kyaw Kyaw: Effects of different levels of dietary mussel 

phospholipids on the performances of juvenile kuruma shrimp, Marsupenaeus japonicus 
Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：ﾅｻﾆｴﾙ ｶﾙ ｱﾅｽｺ 

Añasco NC, *Koyama J, Uno S,  Kuwahara N: Bioaccumulation of pesticides by coastal bivalves 

Barbatia virescens, Saccostrea mordax and Mytilus galloprovincialis. 14th ISTA Conference 
2009/8/30-9/3  フランス/メス（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*Añasco NC, Koyama J, Uno S: Bioconcentration and Elimination of Mefenacet, Bioconcentration 

and Elimination of Mefenacet, Fenobucarb and Iprobenfos by Barbatia virescens and Mytilus 
galloprovincialis Under Laboratory Conditions. JSFS Kanto Branch Regional Seminar during 
the JSPS-NRCT International Symposium  2010/2/26-27 日本/東京（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：國師 恵美子 

*國師恵美子，宇野誠一，小山次朗：Assessment of Effects of Starvation on Freshwater Carp by 

1H-NMR Metabolomics Approach  Symposium on the Formation of Research Center on Control 

Against Negative Impacts to Coastal Fisheries Resources in Southeast Asia 2009/10/31-11/1
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日本/鹿児島（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：ﾓﾊﾏﾄﾞ ｱﾌﾞﾄﾞﾙ ｶﾃﾞｰﾙ 

*Kader, M.A., Honda, Y., Laining, A., Kyaw K., Nguyen, B.T., Gao, J., Yokoyama, S., Ishikawa, 

M. and Koshio, S.：Growth, nutrient utilization and element composition in red sea bream 

Pagrus major fed graded levels of fermented soybean meal and scallop by-product blend  Asian 
Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

*Kader, M.A., Bulbul, M., Ahmed, G.U.,  Hossain, M.S., Hossain, M.A., Yokoyama, S., Ishikawa, 

M. and Koshio, S., ：Effects of animal proteins either alone or in combinatiuon in practical 

diets on growth and economic benefit of climbing perch Anabas testudineus (Bloch)  Asian 
Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*Nguyen, B.T., Hirakawa, Y., Harakawa, S., Ragaza, J., Mamauag, R., Laining, A., Gao, J., 

Kader, M.A., Kyaw K.,  Gao, J., Yokoyama, S., Ishikawa, M. and Koshio, S.：The influence 

of mrine polychaete extracts on ovarian maturation of kuruma shrimp Marsupenaeus japonicus 
Broodstock  Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール 

（口頭発表） 

 

*Laining, A., Koshio, S., Ishikawa, M., Yokoyama, S., Yamaguchi, S., Suzuki, Y.,. Kyaw, K., 

Kader, M.A. and Nguyen, B.T.：Interaction between dietary phosphorus and microbial phytase 

on growth, digestibility, bone mineralization and phosphorus deficiency sign in juvenile 

red sea bream, Pagrus major  Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/
クアラルンプール（口頭発表） 

 

*Kyaw, K., Koshio, S., Ishikawa, M., Yokoyama, S., Laining, A., Kader, M.A., Muraoka, Y., 

Akimoto, Y., Yamaguchi, S. and Nguyen, B.T.：The effect of different levels of dietary mussel 

phospholipid on growth, survival and body composition of juvenile Japanese flounder 

Paralichthys olivaceus  Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラ
ルンプール（口頭発表） 

 

*Gao, J., Ren, T., Komilus, C.F., Laining, A., Nguyen, B.T., Mamauag, R., Kader, M.A., 

Yokoyama, S., Ishikawa, M., and Koshio, S.：Effect of dietary oxidized fish oil mix with 

palm oil on growth performances, fatty acid composition and oxidative status of juvenile 

Japanese sea bass Laterolabrax maculates  Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 
マレーシア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

 

生物生産科学専攻（熱帯資源・植物生産科学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：藪田 伸 

*藪田伸・南さやか・箱山晋・川満芳信：イネにおける生殖生長相の品種間差意について -自然日長と

短日処理による違い- 日本作物学紀事 79 巻 3 号 2010.7 発行予定 
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（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：ﾌｧﾃｨﾁﾝ 

*Fatichin：Improvement of soybean production limited by drought stress The 2009 Agriculture 

I (General seminar) 2009/11/9-11 日本/鹿児島（口頭発表） 

 

*Fatichin, Zheng S.H, Arima S.：Varietal difference in the growth rate during seedling stage 

in soybean Annual meeting of crop science society of Japan 2009/3/30-31 日本/宇都宮（ﾎﾟ

ｽﾀｰ発表） 

 

 

生物生産科学専攻（動物資源生産科学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：ｷﾝ ﾏｰ ﾚｲ 

*Yamauchi S, Nakamura S, Lay KM, Azuma T, Yakabi T, Muto N, Nakada T, Ashizawa K, Tatemoto H：

Characteristics of Okinawan native Agu pig spermatozoa after addition of low-density lipoprotein 

to freezing extender. Journal of Reproduction and Development  55 (5), 558-565  2009. 10 

 

*Khin Mar Lay, Koji Ashizawa, Tadashi Nakada, Hideki Tatemoto ： N-glycosylation of zona 

glycoproteins during the meiotic maturation involves in the sperm-zona pellucida interactions 

of porcine oocytes. Theriogenology  in press 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：ｼﾞｬｰﾊﾝ ﾛｰｼｬﾝ 

Rowshan Jahan*, Noriyuki Nitta, Riho Matsuda, Chieko Sunagawa, Yasuhiko Wada：Study of the 

Specific DNA region of Silkie fowl 日本暖地畜産学会 2009/10/23 日本/長崎（口頭発表） 

 

学生氏名：ｷﾝ ﾏｰ ﾚｲ 

*Khin Mar Lay, 仲田正, 建本秀樹：Sulfation of zona pellucida (ZP) glycoproteins during porcine 

oocyte maturation involves in the sperm-ZP interaction. 日本畜産学会第 112 回大会

2010/3/27-29 日本/東京（口頭発表） 

 

 

応用生命科学専攻（生物機能化学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：ｳﾊﾟﾀﾞﾔ ｱﾂｰﾙ 

*Upadhyay A., Uezato Y., Tawata S., Ohkawa H.：CYP2C9 catalyzed bioconversion of secondary 

metabolites of three Okinawan plants. L621C0067, 31-34  July, 2009 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：池田 浩二 

池田浩二，吉留朋尚，大迫美穂，藤井信，侯徳興，中野隆之，吉元誠，倉田理恵，髙峯和則，菅沼

俊彦：芋焼酎粕飲料の生理作用に及ぼす米麹の効果 日本醸造学会 平成 21 年度 2009/9/15-18 

日本/東京（口頭発表） 
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学生氏名：ｳﾊﾟﾀﾞﾔ ｱﾂｰﾙ 

*Upadhyay A., Uezato Y., Tawata S., Ohkawa H.：CYP2C9 catalyzed bioconversion of secondary 

metabolites of three Okinawan plants 16th International conference on CYP450 日本/沖縄

（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*Upadhyay A, Tawata S.：Antioxidant and antimicrobial properties of bromelain manufacturing 

waste 2009 年度日本農芸化学会関西・中四国・西日本支部大会 2009/10/30-31 日本/沖縄 

（口頭発表） 

 

*Upadhyay A, McSey S, Tawata S.：Inhibitory activities of secondary metabolites of Okinawan 

plants against HIV-1 encoding enzymes.  239th ACS National Meeting and Exposition  

2010/3/21-25 アメリカ/サンフランシスコ（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：黄 暉凱 

*黄暉凱，渡嘉敷真倫，安田正昭，外山博英，平良東紀，伊藤進：Candida guilliermondii 由来フ
ェルラ酸デカルボキシラーゼの遺伝子クローニング，発現系構築および機能解析 2009 年度日本農

芸化学会関西・中四国・西日本支部大会 2009/10/30-31 日本/沖縄（口頭発表） 

 

 

応用生命科学専攻（先端応用生命科学連合講座） 

 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：武藤 さやか 

*Muto S, Atsuyama E, Iizasa E and Nagano Y：Bacterial lipopolysaccharide induces growth 

inhibition of A. thaliana seedling 1st-YellowSeaRIm Liaison Lectures & Meeting on Life & 
Food Science 2009/8/3-8 日本/佐賀（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*武藤さやか，永野幸生：シロイヌナズナ LPS 結合タンパク質 (AtLBP)は LPS に対する植物自然免

疫に関わる 第33回蛋白質と酵素の構造と機能に関する九州シンポジウム 2009/9/10-12 日本/

佐賀（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*武藤さやか，厚山恵里，飯笹英一，永野幸生：グラム陰性菌由来リポ多糖はシロイヌナズナの生

育を阻害する 2009 年度日本農芸化学会関西・中四国・西日本支部大会 2009/10/30-31 日本/

沖縄（口頭発表） 

 

*Muto S, Atsuyama E, Iizasa E and Nagano Y：Seedling Growth Inhibition Assay with Bacterial 

Lipopolysaccharide (LPS) will Be A New Approach for the Identification of LPS Receptor of 

Plants The Third Asian Symposium on Plant Lipids 2009/11/27-29 日本/横浜（口頭発表） 

 

*武藤さやか，厚山恵里，飯笹英一，永野幸生：植物の LPS 認識におけるシロイヌナズナ LPS 結合

タンパク質 2（AtLBP2）の機能解析と LPS 受容体探索法の提案 第 51 回日本植物生理学会年会  

2010/3/18-21 日本/熊本（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*武藤さやか，厚山恵里，永野幸生：シロイヌナズナ LPS 結合タンパク質 2（AtLBP2）の自然免疫に

おける機能と抗菌活性の解析 日本農芸学化学会 2010 年度大会 2010/3/27-30 日本/東京（口頭

発表） 
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学生氏名：渡嘉敷 唯章 

*渡嘉敷唯章，豊里哲也，池端真美，安座間盛力，高良亮，波平知之，新里尚也，松井徹：沖縄微

生物ライブラリーからの GABA 生産乳酸菌 日本生物工学会 2009 年度大会 2009/9/23-25 日本/

名古屋（口頭発表） 

 

*池端真美，豊里哲也，安座間盛力，高良亮，渡嘉敷唯章，波平知之，新里尚也，松井徹：沖縄産

植物から得られた GABA 生産性酵母 日本生物工学会 2009 年度大会 2009/9/23-25 日本/名古屋 

（口頭発表） 

 

*豊里哲也，池端真美，安座間盛力，高良亮，渡嘉敷唯章，波平知之，新里尚也，松井徹：沖縄微

生物ライブラリーのバクテリオシン生産性を指標とした特性評価 日本生物工学会 2009 年度大会 

2009/9/23-25 日本/名古屋（口頭発表） 

 

*新里尚也，波平知之，渡嘉敷唯章，豊里哲也，池端真美，高良亮，松井徹：沖縄微生物ライブラ

リの構築とデータベース化 日本生物工学会 2009 年度大会 2009/9/23-25 日本/名古屋（口頭発

表） 

 

*松井徹，新里尚也，波平知之，渡嘉敷唯章，豊里哲也，池端真美，高良亮：沖縄微生物ライブラ

リーの機能評価（土壌改良の可能性） 日本生物工学会 2009 年度大会 2009/9/23-25 日本/名古

屋（口頭発表） 

 

*豊里哲也，池端真美，安座間盛力，高良亮，渡嘉敷唯章，波平知之，新里尚也，松井徹：沖縄微

生物ライブラリーの構築によって分離された生酸菌について 平成 21 年度日本農芸化学会西日本

支部会 2009/10/30-31 日本/沖縄（口頭発表） 

 

*豊里哲也，池端真美，高良亮，渡嘉敷唯章，波平知之，新里尚也，松井徹：沖縄微生物ライブラ

リーより得られた生酸菌の諸性質 日本農芸学化学会 2010 年度大会 2010/3/27-30 日本/東京 

（口頭発表） 

 

*高良亮，豊里哲也，池端真美，渡嘉敷唯章，波平知之，新里尚也，松井徹：沖縄微生物ライブラ

リーから得られた乳酸菌のGABA生産性について 日本農芸学化学会2010年度大会 2010/3/27-30 

日本/東京（口頭発表） 

 

学生氏名：ﾅﾀﾅﾝ ﾇｷﾄﾗﾝｻﾝ 

*Nukitrangsan N, Okabe T, Toda T, Iwasaki H, Oku H：Effect of Peucedanum japonicum Thunb 

on the expression of metabolic syndrome related genes in mice 平成 21 年度日本農芸化学会

西日本支部会 2009/10/30-31 日本/沖縄（口頭発表） 

 

 

農水圏資源環境科学専攻（生物環境保全科学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：片山 元気 

Motoki Katayama * and Kazuki Tsuji：Habitat Diferrences ant the relative abundance of native 

and exotic ants on okinawa island. Entomological Science 発行予定 
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（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：太田 美加 

太田 美加：メタン発酵消化液を用いた養液土耕栽培に関する研究 第６４回農業機械学会九州支

部例会 第７２回九州農業研究発表会農業機械部会 2009/8/20-21 日本/佐賀（口頭発表） 

 

太田 美加：メタン発酵消化液を用いた養液栽培に関する研究 農業環境工学関連学会 2009 年合

同大会 2009/9/15-18 日本/東京（口頭発表） 

 

学生氏名：山尾 僚 

山尾 僚：異なる生育環境と成長段階に応じたアカメガシワの被食防御戦略 第 474 回日本生態学

会九州地区大会 2009/11/6 日本/佐賀（口頭発表） 

 

鈴木信彦，山尾 僚：アカメガシワにおける人為被食処理とアリ随伴による花外蜜分泌の誘導 第

57 回日本生態学会大会 2010/3/15-20 日本/東京（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：下地 博之 

*Tsuji K, Ohtsuki H, Shimoji H, Kikuchi T, Ohnishi H, and oher five authers：Colony-size 

depend adaptive starategies in an ant society and their underlying self-organized regulation 

The 3rd international symposium on Mobiligence  2009/11/19-21 日本/兵庫（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*下地 博之，藤木 悠里，辻 和希，山岡亮平：トゲオオハリアリのワーカーは女王の卵から女

王の存在の有無を知る事ができるか？ 第 28 回日本動物行動学会 2009/11/27-29 日本/茨城 

（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*下地 博之，大槻 久，菊地 友則，大西 一志，辻和希：コロニーサイズ依存的に変化する社

会的強制力 第 5回移動知シンポジウム 2010/3/1-3 日本/宮城（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*下地 博之，藤木 悠里，辻 和希，山岡亮平：日本産トゲオオハリアリにおいて卵はワーカー

間順位行動を抑制するか？ 第 57 回日本生態学会大会 2010/3/15-20 日本/東京（口頭発表） 

 

 

農水圏資源環境科学専攻（地域資源環境工学連合講座） 

 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：ﾋﾞﾀﾅ ｽﾘﾜﾝﾀ ﾌﾞｯﾃﾞｨ  

Shriwantha Buddhi Vithana* ， Seiichi Gibo ， Shinya Nakamura ， Sho Kimura:Influence of 

Overconsolidation Ratio on Residual Strength of Kamenose & Miaowan Landslide Soils  平成

21 年度日本地すべり学会九州支部学術講演会  2009/5/28-29 日本/熊本（口頭発表） 

 

Shriwantha Buddhi Vithana* ， Seiichi Gibo ， Shinya Nakamura ， Sho Kimura:Influence of 

Overconsolidation ratio (OCR) on Residual Shear Strength of Miaowan & Kamenose Landslide 

Soils.  ISOPE-2009 Osaka  2009/8/25-26  日本/大阪（口頭発表） 

 

Shriwantha Buddhi Vithana* ， Seiichi Gibo ， Shinya Nakamura ， Sho Kimura:Influence of 

Overconsolidation ratio (OCR) on Residual Shear Strength of Miaowan & Kamenose Landslide 

Soils.  平成 21 年度農業農村工学会大会講演会  2009/8/4-6  日本/つくば（口頭発表） 
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Shriwantha Buddhi Vithana*，Seiichi Gibo，Shinya Nakamura，Sho Kimura:Ring Shear Behaviour 

of Two Texturally Different Landslide Soils Under Two Overconsolidated Ratios.  第 48 回

日本地すべり学会研究発表会  2009/8/25-27  日本/新潟（口頭発表） 

 

Shriwantha Buddhi Vithana*，Seiichi Gibo，Shinya Nakamura:Variation of Residual Friction 

Coefficient of a clayey soil under Increased Shear Rates:A Preliminery Study with Kamenose 

Landslide Soil. 第 90 回農業農村工学会九州支部講演会  2009/10/27-28  日本/鹿児島（口頭発

表） 

 

Shriwantha Buddhi Vithana* ， Seiichi Gibo ， Shinya Nakamura ， Sho Kimura:Influence of 

Laboratory-created OCR on Large Deformation Shear Strength: Ring Shear Behaviour of Two Types 

of Landslide Slip Surface Soil. Geo Florida 2010  2010/2/20-24  アメリカ/フロリダ（ﾎﾟｽﾀｰ

発表） 

 

 

農水圏資源環境科学専攻（水産資源環境科学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

学生氏名：奥 理尋 

*Oku T, Sugawara A, Choudhury M, Komatsu M, Yamada S, and Ando S：Lipid and fatty acid compositions 

differentiate between wild and cultured Japanese eel (Anguilla japonica). Food Chemistry 115, 

436-440 2009.4  

 

学生氏名：ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ ﾑﾙｱ ﾌﾗﾝﾀﾞ 

*Fulanda BM, Ohtomi J, Munga C, Osore M, Mugo R. and Hossain M.Y.：The structure & evolution 

of the coastal migrant fishery of Kenya. 52(9): 459-466 2009.7 

 

*Okemwa G.M, Fulanda, B., Kimani E.N. and J. Ochiewo：Exploitation of marine aquarium reef 

fisheries at the Kenyan Coast. In Hoorweg J. & Muthiga N.(ed.), Adv. Coastal Ecol.:People, 

Processes & Ecosys. in Kenya.  African Studies Collection Leiden University 20:28-42 2009.6 

 

*Fulanda B. and J. Ohtomi：Biomass Estimation for Demersal Fishes from Experimental Trawl Surveys: 

Case of the Semi-enclosed Deeper Water Kagoshima Bay, Southern Japan. Proceedings of the 5th 

World Fisheries Conference Online: 1f_0218_383/1f04 2009.4 

 

*Ohtomi J., Akaishi K. and B. Fulanda：Spatiotemporal Distribution of Crustacean Species in the 

Semi-enclosed Deeper Water Kagoshima Bay, Southern Japan. Proceedings of the 5th World Fisheries 

Conference Online: 1f_0217_301/1f03 2009.4 

 

学生氏名：ｸﾞｪﾝ ﾀﾝ ﾋﾞﾝ 

Asda Laining*, Manabu Ishikawa, Kyaw Kyaw, Jian Gao, Nguyen Thanh Binh, Shusuke Koshio, Sayuri 

Yamaguchi, Saichiro Yokoyama：Dietary calcium: phosphorus ratio influences the efficacy of 

microbial phytase on growth, mineral digestibility and vertibral minelization in juvenile tiger 

puffer, Takifugu rubripes.  Aquaculture Research in press 

 

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演） 

学生氏名：ﾑﾘｰﾗ ｴｽﾀｰ ｼﾞｬﾌｪｯﾄ  

Mulyila E.J, Matsuoka T. and Maurstad A.：Impacts of Marine Parks to Coastal Communities 
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in Mafia Island, Tanzania  The Japanese Society of Fisheries Science (JSFS) Autumn Meeting 

2009 2009/9/30 -10/3 日本/岩手（口頭発表） 

 

Matsuoka T. and Mulyila E.J.：Subsidisation for Management of Fishing Effort in Developing 

Countries. The Japanese Society of Fisheries Science (JSFS) Autumn Meeting 2009 2009/9/30 

-10/3 日本/岩手（口頭発表） 

 

Mulyila E.J, Matsuoka T. and Maurstad A.:Impacts of MPAs on Coastal Communities’Resource 

Use Behaviour;Case of Mafia Island Marine Park, Tanzania Symposium on the Formation of 

Research Center on Control Against Negative Impacts to Coastal Fisheries Resources in 

Southeast Asia  2009/10/31-11/1 日本/鹿児島（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：丘 明城 

*M.S. Koo, M.Ishizaki, S.J.Kim:Characterisics of Movement of bait squid hooked on long line 

13th International Congress IMAM 2009  2009/10/12-15 トルコ/イスタンブール（口頭発表） 

 

*M.S. Koo, M.Ishizaki, S.J.Kim:Period Characteristics of Squid Movement Hooked on Branch 

Line of Long line. DEMAT 2009  2009/11/5-7  日本/奈良（口頭発表） 

 

学生氏名：高 堅 

Jian Gao*, TongJun Ren, Connie Fay Komilus, Md. Abdul Kader, Asda Laining, Nguyen Thanh Binh, 

Mamauag Roger Edward Padua,Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio:EFFECT OF 

DIETARY OXIDIZED FISH OIL MIX WITH PALM OIL ON GROWTH PERFORMANCES, FATTY ACID COMPOSITION 

AND OXIDATIVE STATUS OF JUVENILE JAPANESE SEA BASS (Laterolabrax maculates) Asian Pacific 

Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

Binh Thanh Nguyen*, Shougo Harakawa, Yasuki Hirakawa, Asda Laining, Jian Gao, Kyaw Kyaw, 

Abdul Md. Kader, Janice Ragza, Roger Mamauag, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke 

Koshio:THE INFLUENCE OF MARINE POLYCHAETE EXTRACTS ON OVARIAN MATURATION OF KURUMA SHRIMP 

(Marsupenaeus japonicus) BROODSTOCK  Asian Pacific Aquaculture 2009 2009/11/3-6  マレー

シア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

Sayuri Yamaguchi*, Asda Laining, Shunsuke Koshio, Manabu Ishikawa, Saichiro Yokoyama, Yuta 
Suzuki, Kazutoshi Mehara, Jian Gao and Roger EP.Mamauag:GROWTH PERFORMANCES AND FLUCTUATION 

OF POSTPRANDIAL PLASMA PHOSPHORUS OF JAPANESE FLOUNDER FED DIET CONTAINING DIFFERENT LEVELS 

OF PHOSPHORUS AND MICROBIAL PHYTASE SUPPLEMENTATION Asian Pacific Aquaculture 2009 

2009/11/3-6  マレーシア/クアラルンプール（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

Roger Mamauag*, Janice Ragaza, Asda Laining, Nguyen Thanh Binh, Jian Gao, Saichiro Yokoyama, 

Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio:UTILIZATION OF FREE AND PEPTIDE DIETARY METHIONINE 

SUPPLEMENTATION FOR THE RED SEABREAM Pagrus major IN A SOY PROTEIN ISOLATE DIET. Asian Pacific 
Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

Md. Abdul Kader*, Yuki Honda, Asda Laining, Kywa Kywa, Nguyen Thanh Binh, Jian Gao, Saichiro 

Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio:GROWTH, NUTRIENT UTILIZATION AND ELEMENT 

COMPOSITION IN RED SEA BREAM Pagrus major FED GRADED LEVELS OF FERMENTED SOYBEAN MEAL AND 

SCALLOP BY-PRODUCT BLEND  Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラ
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ルンプール（口頭発表） 

 

学生氏名：ｸﾞｪﾝ ﾀﾝ ﾋﾞﾝ 

Binh Thanh Nguyen*, Shougo Harakawa, Yasuki Hirakawa, Asda Laining, Jian Gao, Kyaw Kyaw, 

Abdul M. Kader, Janice Ragza, Roger Mamauag, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke 

Koshio : The influence of marine polychaete extracts on ovarian maturation of kuruma shrimp 

(Marsupenaeus japonicus) broodstock  Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシ
ア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

Yasuki Hirakawa*, Shougo Harakawa, Tomoko Nagata, Nguyen Thanh Binh, Yoshikazu Muraoka, 

Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio.:Effects of polychaete neutral lipid 

and soybean lecithin polar lipid on the growth performance of kuruma shrimp, Marsupenaeus 
japonicas.  Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシア/クアラルンプール（ﾎﾟｽ
ﾀｰ発表） 

 

Yoshikaru Muraoka*, Shunsuke Koshio, Manabu Ishikawa, Saichiro Yokoyama, Yugo Akimoto, 

Sayuri Yamaguchi, Thanh Binh Nguyen, Kyaw Kyaw.: Effect of different levels of dietary mussel 

phospholipids on growth, survival and body composition of juvenile kuruma shrimp Penaeus 
japonicas. Asian Pacific Aquaculture  2009 （ﾎﾟｽﾀｰ発表） 
 

Asda Laining*, Shunsuke Koshio, Manabu Ishikawa, Saichiro Yokoyama, Sayuri Yamaguchi, Yuta 

Suzuki, Md. Abdul Kader, Thanh Binh Nguyen, Kyaw Kyaw: Interaction between dietary phosphorus 

and microbial phytase on growth, digestibity, born mineralisatio and phosphorus deficiency 

sign in red sea bream Pagrus major. Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6 マレーシ
ア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

Md. Abdul Kader*, Yuki Honda, Asda Laining, Kyaw Kyaw, Nguyen Thanh Binh, Saichiro Yokoyama, 

Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio:Growth, nutrient utilization and element composition in 

red sea bream Pagrus major fed graded levels of fermented soybean meal and scallop by-product 
blend. Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6  マレーシア/クアラルンプール（口頭発

表） 

 

Kyaw Kyaw*, Shunsuke Koshio, Manabu Ishikawa, Saichiro Yokoyama, Asda Laining, Md. Abdul 

Kader, Yoshikaru Muraoka, Yugo Akimoto, Sayuri Yamaguchi, Thanh Binh Nguyen: Effect of 

different levels of dietary mussel phospholipids on growth, survival and body composition 

of juvenile Japanese flounder Paralichthys olivaceus. Asian Pacific Aquaculture 2009 
2009/11/3-6  マレーシア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

Jian Gao*, TongJuan Ren, Connie Fay Komilus, Asda Laining, Thanh Binh Nguyen, Roger Adward 

Padua Mamauag, Md. Abdul Kader, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio:Effect 

of dietary oxidized fish oil mix with palm oil on growth performances, fatty acid composition 

and oxidative status of juvenile Japanese sea bass Laterolabrax maculates. Asian Pacific 
Aquaculture 2009  2009/11/3-6  マレーシア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

Janice Ragaza*, Roger Mamauag, Asda Laining, Binh Thanh Nguyen, Yoshikaru Muraoka, Aya Yanagi, 

Takuma Sakurai, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio:Methionine 

supplementation in a soy protein isolate diet for juvenile Japanese flounder Paralichthys 
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olivaceus. Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6  マレーシア/クアラルンプール（ﾎﾟｽ
ﾀｰ発表） 

 

Roger Mamauag*, Janice Ragaza, Asda Laining, Binh Nguyen, Jian Gao, Saichiro Yokoyama, Manabu 

Ishikawa, Shunsuke Koshio:Utilisation of free and peptide dietary methionine supplementation 

for the red sea bream Pagrus major in a soy protein isolate diet. Asian Pacific Aquaculture 
2009  2009/11/3-6  マレーシア/クアラルンプール（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：松岡 卓司 

*Takashi Matsuoka Hiroshi Suzuki:Description of gill-cleaning setae of Japanese six 

Macrophthalmus crabs.The Crustacean Society Summer Meeting and The 47th Annual Meetings of 
the Carcinological Society of Japan.  2009/9/20-24  日本/東京（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

*Takashi Matsuoka Hiroshi Suzuki:Gill-Cleaning Mechanism of Japanese Sentinel Crabs. 

Symposium on the Formation of Research Center on Control Against Negative Impacts to Coastal 

Fisheries Resources in Southeast Asia  2009/10/31-11/1  日本/鹿児島（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：ﾏﾏｳﾜｸﾞ ﾛｼﾞｬｰ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ﾊﾟﾄﾞｩﾜ 

Roger Mamauag*, Janice Ragaza, Asda Laining, Binh Nguyen, Jian Gao, Saichiro Yokoyama, Manabu 

Ishikawa, Shunsuke Koshio:Utilisation of free and peptide dietary methionine supplementation 

for the red sea bream Pagrus major in a soy protein isolate diet. Asian Pacific Aquaculture 
2009  2009/11/3-6  マレーシア/クアラルンプール（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

Jian Gao*, TongJuan Ren, Connie Fay Komilus, Asda Laining, Thanh Binh Nguyen, Roger  Mamauag, 

Md. Abdul Kader, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio:Effect of dietary 

oxidized fish oil mix with palm oil on growth performances, fatty acid composition and 

oxidative status of juvenile Japanese sea bass Laterolabrax maculates. Asian Pacific 
Aquaculture 2009  2009/11/3-6  マレーシア/クアラルンプール（口頭発表） 

 

Janice Ragaza*,Roger Mamauag,Asda Laining,Binh Thanh Nguyen,Yoshikaru Muraoka,Aya Yanagi, 

Takuma Sakurai,Saichiro Yokoyama,Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio:Methionine 

supplementation in a soy protein isolate diet for juvenile Japanese flounder Paralichthys 
olivaceus.  Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6  マレーシア/クアラルンプール 
（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

Binh Thanh Nguyen*,Shougo Harakawa,Yasuki Hirakawa,Asda Laining, Jian Gao,Kyaw Kyaw,Abdul 

M.Kader,Janice Ragza,Roger Mamauag,Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa,Shunsuke Koshio:The 

influence of marine polychaete extracts on ovarian maturation of kuruma shrimp (Marsupenaeus 
japonicus) broodstock.  Asian Pacific Aquaculture 2009  2009/11/3-6  マレーシア/クアラル
ンプール（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 

 

学生氏名：ﾘﾃﾞﾏﾝ 

*Lideman,Tadahide Noro:Effect of light and temperature on the growth and photosynthesis of 

Betaphycus gelatinum, Meristotheca papulosa and Eucheuma serra (Rodophyta). JSFS Kanto 
Branch Regional Seminar during the JSPS-NRCT International Symposium   2010/2/26-27 

日本/東京（ﾎﾟｽﾀｰ発表） 
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◇研究室紹介 

 

応用生命科学専攻、生物機能化学連合講座 

微生物化学研究室（琉球大学農学部） 

 
 応用生命科学専攻、生物機能化学連合講座に所属している外山博英です。琉球大学に赴任して 4年目となりました。ようやく

研究室らしくなってきたところです。 

琉球大学農学部は平成21年度から新しい組織に変わりました。私は亜熱帯生物資源科学科の「発酵・生命科学分野」に属

しています。この分野には私の他に伊藤進教授、平良東紀准教授、橘信二郎准教授、渡邉泰祐助教の 4名が所属しています。

発酵飲食品の機能性や、発酵に関わる微生物と微生物の中で働く酵素や遺伝子に重点を置いて、基礎から応用まで見据え

た教育研究をしています。 

その取り組みの一つとして、経済産業省からの支援を受け、産業技術人材育成支援事業 地域産学連携プログラム開発・

実証「発酵学を中心とした農商工連携を担う人材育成プログラム」を現在実施しています。本事業では、県内の発酵業界で将

来中核となって業界を牽引し活躍することのできる人材を育成することを目的とし、発酵飲食品の歴史や文化から食文化との関

連にいたるまでの発酵飲食品に関する幅広い知識と最新の科学技術を教授し、発酵飲食品の香気成分や味覚成分を感知識

別し的確に表現できるようなテイスティング能力、ブランド化戦略やマーケティング戦略など経営に関する知識も教授しています。4
つの講義科目と 2つの実習科目を、沖縄県内の関係機関のご協力をいただき、さらに沖縄県内外から様々な講師を招聘して、
講義していただき、実施しています。 
また研究面では、大学の特性を生かした多様な学術研究機能の充実「麹を用いた健康食品素材開発と機能性解析」を、概

算要求事項特別経費を文部科学省から支援いただき、鹿児島大学と大学間連携し平成 22年度から実施しています。本事業
では、黒麹や紅麹の食材としての機能性を解明し、機能性を高める製麹技術と人体への影響解析手法を開発し、地域資源を

組み合わせた新たな健康食品素材を開発することを目的としています。さらに本研究事業を通して人材育成や地域振興に寄与

することも目指しています。特に、鹿児島大学焼酎学講座の先生方と連携を取っています。 

私は現在 4人の連合大学院学生の主指導教員となっております。2名は日本人大学院生ですが、あとはスリランカと台湾か

らの留学生です。彼らの指導に関しては、発酵・生命科学分野の 2名の准教授の先生方にほとんどお任せしておりますので、主

指導とは名ばかりのものです。私自身の研究室は今年 3月から着任した渡邉助教と 2名で運営しております。琉球大学大学院

農学研究科修士大学院生3名（スリランカからの留学生1名）と学部生4名で、酢酸菌と黒麹菌を主に扱っています。これら微

生物の持っている特別な生理学や酵素、遺伝子等に注目して研究しております。ビタミンの可能性があるピロロキノリンキノンとい

う物質についても研究しています。 

私の教授室には沖縄県内 47 酒造所の泡盛がほぼ

すべてそろっております。展示品なので試飲できません

が、興味のある方は是非のぞきにいらしてください。 
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◇留学生の近況 

         

Course of specialization:Science of Marine Resource 
Major chair:Marine Production and Environmental Studies 
Year:2008 
Name:Soomro Anila Naz 
University:Kagoshima University 
Title of Research:Studies on the Ecology and Taxonomy of Caridina sakishimensis in 
Kikai-jima, Yonaguni-jima and Miyako-jima Islands 
  
My name is Anila Naz Soomro and I belong to Pakistan. A country of beautiful 
landscape, and variety of geographical characteristics, including high mountains and 
glaciers in its north, vast agricultural lands, Arabian sea along the south and beautiful 
Thar desert and gigantic Indus river. I worked as lecturer in department of freshwater 
biology and fisheries university of Sindh, Jamshoro until I came to Japan. In October 
2005 I arrived Kagoshima, It was my first experience abroad. Like any newly arrived 
person I also face the same problems including language, cultural shocks, food, and 
weather and so on. However, all was fine after being habitual with Japan. I did my 
masters in fisheries from Kagoshima university in 2008, then after I was enrolled in 
doctoral course in 2008, and now I am in third year of my doctoral course in Kagoshima 
University.   
 My research is focusing on Freshwaters shrimp fauna of Kikai-jima Island, 
with special reference of Caridina sakishimensis an endangered atyid, endemic to 
Japan. I had been surveying six headwaters streams of Kikai-jma Island from April 
2005 to June 2008. During these surveys freshwater Shrimp composition of Kikai-jima 
Island and population ecology of two atyid shrimps Caridina sakishimensis and 
Caridina typus was studied. I also have some extended surveys of Urabaru stream to 
confirm the migration of Caridina typus and Caridina sakishimensis. I am also working 
on the molecular phylogeny of Caridina sakishiemensis in three Ryukyu Islands 
including Kikai-jima, Yonaguni-jima and Miyako-jima. The laboratory work on gene 
sequencing of  Caridina sakishimensis is still going on. The results of this experiment 
will help to infer the origin of this species. Based on the results one paper is accepted in 
Journal of crustacean biology and the other one is also submitted to the journal. 
Finally I wish to express thanks to my academic supervisors Prof. Dr. Hiroshi Suzuki, 
Prof. Dr. Tomoko Yamamoto and Prof. Dr. Shintaro Nomakuchi for their guidance for my 
research. I am also grateful to Kagoshima University for placement and Mumbosho for 
financial support.      
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◇修了生より 
 
井上 奈穂 
平成18年4月：独立行政法人日本学術振興会 特別研究員DC2 
平成19年3月：鹿児島大学大学院連合農学研究科 生物資源利用科学専攻修了 
平成19年4月：独立行政法人日本学術振興会 特別研究員PD 
平成20年4月：順天堂大学医学部循環器内科学講座 博士研究員 
平成21年4月：東北大学大学院農学研究科生体分子機能学分野 助教 
 
 皆様、初めまして。平成 19年 3月に鹿児島大学大学院連合農学研究科にて博士号を取得し、
現在は東北大学大学院農学研究科にて助教を務めております井上奈穂と申します。 
 連合大学院の博士課程の皆様は現在、学位取得に向けて毎日、研究活動に励んでおられること

と思います。私自身も学部および修士課程からの研究テーマをさらに発展させ、論文2報の完成
および学位取得に向けて日々、研究活動に勤しんでおりました。博士課程の頃を振り返ってみま

すと、実験が思うように進まなかったことや論文が受理されなかったこと、後輩の指導に苦慮し

たことなど、様々な困難に直面したことが思い出されます。また、博士課程入学時にはそれほど

気にとめていなかった将来への不安が、学年があがるにつれて大きくなっていき、言いようのな

いストレスを感じたこともありました。そういうときには、指導教官の先生方の励ましやサポー

ト、学会等で交流させていただいた他大学の先生方の暖かいお言葉、研究室の後輩たちの明るい

笑顔に励まされ、腐ることなく研究活動に邁進することができました。また、鹿児島大学連合大

学院の特色とも言える年1回の合同セミナーで、他の大学に配属されている連大生と交流し、お
互いの研究内容について話したりする中で、新たな刺激を受けることもできました。また、国内

での学会発表のみならず、博士課程1年次から学術振興会PDまでの4年間、毎年アメリカで行
われている国際学会に参加し、自分の研究内容を英語でプレゼンテーションする機会をいただい

たことで、自分の未熟さを痛感するとともに、研究者としての自覚と小さな自信が生まれたよう

に思います。研究者として、自分自身の研究と真摯に向き合い、ひたすらに遂行していく能力が

求められるのはもちろんですが、研究内容を他者に伝える、説明するというコミュニケーション

能力は必要不可欠だと思いますし、様々な場面や環境に適応していく能力も身につけなければな

らないと思います。国内学会や国際学会に参加し、プレゼンテーションを行ったこと、たくさん

の先生方にアドバイスをいただけたことは非常に有意義な経験で、現在の私の大きな糧となって

います。 
 連大には様々な国籍の学生が在籍していますし、共通セミナーなどで違う研究分野の学生と交流

する機会もあります。連大在学中にはそういう場を積極的に活用して、研究活動と合わせて、いろ

いろな経験を積んでいただきたいです。それらの経験が研究のさらなる発展に結びつくこともある

と思いますし、博士課程修了後の研究者人生での糧になることもあると思います。研究は決して楽

なものではありませんが、未知の領域を自分自身の手で明らかにしたい、答えを導き出したいとい

う気持ちを大切にして、がんばってください。私も連大で学んだことを生かして、研究活動および

学生の指導に今後も勤しんでいきたいと思います。皆様の研究のさらなる発展と、今後の飛躍を心

よりお祈り申し上げます。 
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◇学会賞等受賞 

 

 

所 属：佐賀大学農学部 
海浜台地生物環境研究センター 

職 名：教授 
氏 名：田中 明 
学会賞名：日本海岸林学会賞 
学会賞受賞研究題目：海岸林整備に伴う廃棄物の有効利用 
受賞年月日：平成21年11月8日 
 
［受賞内容］ 

虹の松原は国内の海岸林で唯一特別名勝に指定されている．そのために虹の松原は唐津市民にとって

「守り守られてきた文化・自然遺産」である．現在、昔の白砂青松の風景を取り戻す活動が進行してい

る．また一方ではクロマツ林の健全さを示す生物指標としての「松露」を育成する試みも行われている．

これらの目的のために広葉樹を伐採し，堆積松葉，コケ，草から成る腐植層の除去が計画されているが、

除去される堆積松葉、コケ、チガヤの特性を調べ、特性を活かした資源的活用方法を早急に確立する必

要がある。 
本研究では虹の松原に堆積した松葉を、（１）屋上緑化の土壌代替材として、（２）松葉を炭化させた松

葉炭を水質浄化材として利用する方法について調べた．松葉を用いた土壌の物理特性や保水性の測定，

芝生を用いた蒸発散実験及び土壌水分動態に関する数値シミュレーションを行った結果、 粉砕松葉，粉
砕松葉炭については屋上緑化の土壌代替材として利用できることがわかった． また炭化温度による溶出
物質の違いや硝酸態窒素除去能力などを調べた結果、松葉炭の高い浄化能力が確かめられた．松葉炭は

脆く粉状に容易に粉砕でき，しかも軽量であるので，この特徴をさらに活かし、脱窒細菌を付着させた

水質浄化材の開発も可能性がある． 
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 ◇受賞者紹介 
                            
所 属：佐賀大学農学部 
職 名：准教授 
氏 名：永尾晃治 
学会賞名：日本栄養・食糧学会奨励賞 
学会賞受賞研究題目：機能性脂質によるメタボリックシンドロームの予防・改善に関する研究 
受賞年月日：平成２１年５月２０日 
 
［受賞内容］ 
 日本栄養・食糧学会は、栄養学ならびに食糧科学の進歩をはかり、国民栄養の向上に寄与することを

目的に、1947年に設立されました。「栄養・食糧学会奨励賞」は、栄養・食糧科学に関する基礎的ある
いは応用的研究を行い、将来の発展を期待し得る満40歳未満の者を対象として授与されます。受賞対象
となった研究の概要は下記の通りです。 
 
 メタボリックシンドロームは、肥満を中心病態として、虚血性心疾患の様々な危険因子が集積する状

態を示し、人口の高齢化が急速に加速する中にあって、その罹患率の増加が医学領域のみならず社会経

済的にも重大な問題となっている。本研究は、メタボリックシンドロームに対する食環境の影響につい

て検討を行う中で、特に機能性脂質の活用に注目した。その中で、鎖中に共役二重結合を持つことを特

徴とする共役脂肪酸が、病態モデルラットの肥満・高脂血症・肥満誘発性高血圧の発症を抑制すること

が見いだされた。さらにその生理活性は10トランス12シス型共役リノール酸（CLA）異性体に特異的な
ものであることが明らかとなり、作用機序として、肝臓においては脂質代謝関連核内転写因子の発現抑

制を介して脂質合成を抑制すること、脂肪組織においては昇圧性アディポサイトカインの産生を転写レ

ベルで抑制することが示された。またCLAによる抗肥満及び抗高脂血症作用の機序として脂肪酸β酸化
およびエネルギー代謝の亢進も明らかとなった。その後、糖尿病モデル動物における高血圧併発におい

ても、CLAが血圧上昇抑制作用を発揮することが確認され、その作用機序として、アディポサイトカイ
ンの一種であるアディポネクチンの遺伝子発現および血中濃度の上昇により、インスリン感受性を上昇

させて高インスリン血症を改善する事が示された。また、CLAによる血中アディポネクチン濃度の上昇
は、肝臓へのアディポネクチンの取り込みを亢進し、非アルコール性肝臓障害の発症を抑制できること、

骨格筋中の糖・脂質代謝関連遺伝子の発現調節を介して糖代謝改善をもたらすことも示された。さらに、

CLA摂取によるアディポネクチン産生亢進は、本態性高血圧発症に対しても抑制作用を発揮することが
見いだされた。本研究では、その他にも共役脂肪酸異性体、ω3脂肪酸、植物ステロール異性体、リン脂
質異性体などが、糖・脂質代謝調節機能を発揮することでメタボリックシンドロームの予防・改善に寄

与しうることを明らかにした。以上の成果は、メタボリックシンドロームの予防・改善における機能性

脂質活用の有効性を示し、特にアディポサイトカイン産生制御を介した病態改善作用は、栄養薬理学研

究における新たな標的組織として脂肪組織の重要性を強く示唆するものであった。 
 
 以上の研究は，私が佐賀大学農学部生命機能科学科食品栄養化学分野に着任（平成12年12月）以降行
われたものです。ご指導頂いた柳田晃良教授はもとより、研究に協力して頂いた歴代の研究室員（特に

中心的役割を果たしてくれた井上奈穂さん(連大H18年度修了・現在、東北大学農学研究科助教)および城
内文吾君(連大H20年度修了・現在、九州大学農学研究院助教))ならびに共同研究者の方々に深く感謝いた
します。  
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 授賞式会場にて(柳田先生、井上さん、城内君と)     賞状と受賞メダル 
 
 
◇受賞者紹介 
 
所 属：佐賀大学生命機能科学科 
職 名：教授、助教授 
氏 名：柳田晃良, 永尾晃治 
学会賞名：アメリカ油化学会Phospholipid Division Award for Best Paper 
学会賞受賞研究題目：Effect of dietary omega3-PC on obesity-related disorders in obese OLETF rats 
受賞年月日：2009 年5 月5日） 
 
［受賞内容］ 
 米国フロリダ オーランドで開催された第100 回記念大会（2009 年5 月3-6 日））において、表題の賞
「AOCS Phospholipid Division Award for Best Paper」賞を受賞しました。 
 AOCS リン脂質部門と国際レシチン・リン脂質協会（ILPS）はこれまでに報告された国際学術誌の掲
載論文からBest Paperを選んでおり、2009 年度は佐賀大学農学部生命機能科学科の柳田晃良、永尾晃治、
鹿児島連大修了生城内文吾博士（現在九州大学助教）および日油研究者の共著論文「Effect of dietary 
omega3-PC on obesity-related disorders in obese OLETF rats」が選ばれました。受賞論文はアメリカ化学会学
術誌であるJournal of Agricultural and Food Chemistryの2007 年12 月号に掲載されています。ご存じのよう
に、食環境を含めた生活スタイルの変化によりいわゆるメタボリックシンドローム（肥満、脂質代謝異

常、高血圧、糖尿病）が増加しており、その結果死亡リスクの上位を占める心臓血管病や脳血管障害な

ど動脈硬化性疾患の増加が世界的な問題となっています。その原因の一つに食事脂肪の質があります。  

最近の研究で、リン脂質にはトリアシルグリセロールとは異なる生理作用が報告されており、我々はホ

スファチジルイノシトールの新たな生理機能を報告しています。また、omega 3-PUFAの新たな生理機能
興味がもたれています。受賞対象となった論文は、魚卵由来n-3高度不飽和脂肪酸含有ホスファチジルコ
リン（omega3-PC）のメタボリックシンドロームへの影響を鶏卵由来PCと比較しものです。その結果、
内蔵肥満や脂質代謝異常を惹起するOLETFラットにおいて、omega3-PCは大網(omental)脂肪重量、肝臓重
量、肝臓トリグリセリド、コレステロール濃度、Δ-９不飽和化指数を低下させ、その機序として脂肪酸
合成酵素の阻害とβ-酸化酵素の亢進が関与していることを酵素、遺伝子発現、核内調節因子レベルで明
らかにしました。すなわち、食事脂質として多価不飽和脂肪酸含有リン脂質 を導入することにより生活
習慣病の予防ができる可能性を示しました。これからの健康長寿社会の構築にとって食事は重要な因子

であり、生活習慣病予防作用をもつ油脂の提案と新規な科学的知見が評価されたものと思われます。 
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なお、授賞式と講演はAOCS学会中に行われ、Award副賞として賞状、盾および賞金が授与されました (写
真)。 
 

 
 永尾准教授、柳田教授、城内博士（左より） 
 
 
◇受賞者紹介 
 
所 属：琉球大学 
職 名：教授 
氏 名：秋永 孝義 
学会賞名：平成21年度日本食品保蔵科学会論文賞 
学会賞受賞研究題目：温熱処理によるマンゴー（アーウィン）炭疽病の防除 

受賞年月日：平成21年6月20日 
 
［受賞内容］ 
日本食品保蔵科学会の論文賞の受賞は 5月に開催された平成 21年理事会で決定されたので、主著者の

広瀬氏（沖縄県農業研究センター）に早めのお祝いの言葉を述べておきました。論文の基礎となるマン

ゴーの蒸熱処理は従前から博士コースの学生の研究テーマの一部であったことから、実験の方法や温度

の測定､処理後の品質測定に関する資料を広瀬に提供し、主として沖縄県農業研究センターの研究テーマ

として実施された研究をとりまとめたものである。小生は基礎的な実験ととりまとめの際の閲読を担当

したのである。 

  当該論文では健全果に沖縄県農業研究センターが単離保存している炭疽菌の胞子懸濁液を噴霧して炭
素病に罹患させて病斑を観察するとともに、菌叢デスクの加熱条件の違いによる菌株の生育状況を観察

した。その結果、温熱処理において､炭疽病の防除に必要な加熱条件を「果皮温度が 50℃に到達後 10分
間保持」を見いだした。また、炭疽病菌を接種した果実を温熱処理してその効果を評価した。その結果、

接種当日に温熱処理したものは発病が抑制され、接種 5日目で発病度が 5と未処理の 94に比較して大き
な効果が得られた。接種翌日に温熱処理した場合でも防除効果は若干落ちるものの炭疽病の発生は大き

く抑制できた。処理後の呼吸速度に与える影響も小さく､糖および有機酸組成の変化もなかった。しかし、

果皮の色合いと光沢が無処理果にくらべるとやや低下したが、食味は良好であった。研究の成果は沖縄

県の事業として取り上げられ、事業化が進んでいる。なお、授賞式の日に小生は脳梗塞で病床にありま

したので共同研究者として参加することができませんでした。退院後郵送されてきた賞を受け取りまし

た。大学で芽出しをして、県の研究機関が研究を発展させて論文賞を受賞した訳です。 
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◇受賞者紹介 
 
所 属：琉球大学農学部 
職 名：准教授 
氏 名：小倉剛 
学会賞名：第31回沖縄研究奨励賞 
学会賞受賞研究題目：沖縄島に移入されたマングースに関する応用動物学的研究 
受賞年月日：2010年1月21日 
 
［受賞内容］ 

マングースとの出会い 

1985年、大学4年の冬だったと思う。琉球大学農学部にある研究室（家畜解剖学教室）にあったハブ捕

獲器を持ち出して、友達と二人でキャンパスの中の球陽池に通じる崖を滑り降りて、池の畔の雑木林に

捕獲器を仕掛けた。翌日その場所に行くとハブ捕獲器にはマングースが入っていた。道路を横切るマン

グースや観光ショーでハブと戦わされるマングースを見たことはあったけれど、マングースを目の当た

りにするのは初めてだった。マングースの毛はつややかで、筋肉の躍動を感じた。力強く瞬発力のある

動物だと思った。マングースの入った重い捕獲器を持ってやっとの思いで崖を登り終えて研究室にいく

と、指導教官の川島由次先生はしばらくマングースをながめた後、「飼ってみようか」と言われた。今

思えば、研究室でマングースの研究が始まった瞬間だった。 

1996年4月、中外製薬の安全性研究所の勤務を経て、古巣の研究室に助手として採用していただいた。

9年ぶりの大学。赴任すると、研究室にはマングースが2頭いた。いくつかの卒業論文ではマングースの

基礎的なことが調べられていた。木製手製のマングース捕獲箱が開発され、飼育方法、麻酔方法、採血

方法などの基本技術が、川島先生と学生達によって確立されていた。この年の10月、折しも奄美大島で

環境省によるマングース駆除モデル事業が始まり、その会議が那覇で開催された。「君も一緒に行かん

かね」。駆除に関わると、製薬会社にいた頃の研究と同じで、最後は動物の死が目の前にあるから、ほ

んとうはあまり気が進まなかったのだけれど、対策会議の委員である川島先生に誘っていただいてマン

グース対策会議に出席した。マングースのことは、奄美大島の阿部慎太郎さん（現・環境省）が第一人

者であり研究をかなり進めておられること、もともとこの島にいる動物（在来種）が影響を受けている
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かもしれないこと、沖縄島でのマングース対策の予定はないこと、沖縄島のマングースについては奄美

大島にくらべてほとんど何も調べられていないこと、がわかった。大学に赴任して研究のテーマをさが

していたこともあって、それなら、奄美大島にならって沖縄島のマングースについて研究をしてみよう

か、そのうち沖縄島でもマングース対策ができれば良いな、という気持ちでマングースと関わることに

なった。自分の進む道が、強く意図することなく、ふわっと自然に決まったような感じだった。 

マングース研究と博士論文 

そのころ沖縄島では、北部ダム事務所が、ダム建設地の自然環境調査としてマングースの捕獲をやっ

ていた。この島のマングース対策のさきがけである。自分でもマングースを捕獲していたが、研究には

マングースがたくさん必要だったので、捕獲されたマングースを分けていただいた。 

研究では、まず現状を知るために、沖縄島のマングースは世界にいる37種のマングースのうちどの種

なのか、いつ何頭子供を産むのか（繁殖特性）、生まれた子はどのように成長していくのか、何を食べ

ているのか（食性）、といったことを調べた。その結果、沖縄島のマングースはジャワマングースとい

う種であり、年に1回2～3頭の子を産むこと、生後4ヶ月で永久歯が生えそろって、生まれた翌年には子

供を産むことなどがわかった。餌は肉食で、小型の動物ならほとんど何でも食べること、やんばる地域

では、調べた384頭のマングースの胃うちハブは1頭のマングースの胃の中から、逆にオキナワキノボリ

トカゲなどのトカゲ類は延べ203頭の胃の中からみつかって、やんばる地域の小型動物が大きな影響を受

けていることが明らかになった。これらのことを博士論文として取りまとめて、2001年3月に名古屋大学

から博士号を授与して頂いた。 

こういった一連の研究を始めたとき、奄美大島に出かけて、阿部さんにマングースのことをたくさん

教えてもらった。博士論文でお世話になった名古屋大学の織田銑一先生にはマングースの本を創るつも

りでやれと、背中を押してもらった。大学では川島先生に研究を進めやすい環境を整えて頂いた。マン

グースの観察や実験、朝から晩までの解剖や頭骨標本作り、データ整理といった核心の仕事は、もちろ

ん一人でやっていたけれど、マングースやこの島の動物に関わるたくさんの人にEncourage（勇気づける、

激励する、その気にさせる）された。人と人とのつながりは何よりも大切で、これはすべての礎である

こと、つながりが相乗効果を生んで仕事（研究）がお互いに発展していくこと、そして何よりも社会性

がより身についていくこと・・・つまり、「仕事だけ出来ても仕事は出来ない」ことを、この頃に思い

知った。 

マングース対策のための研究 

マングースの生き様がいくらかわかってきて、影響があることも明らかになったので、沖縄島やんば

る地域のマングース対策に貢献できる、対策のための研究を2001年の春から始めた。2000年10月に沖縄

島で初めての本格的なマングース捕獲が沖縄県によって始められたばかりだった。テーマは、マングー

スを効果的に誘引できる餌や匂いの探索、やんばる地域にこれ以上マングースを侵入させないマングー

ス北上防止柵の構造の検討、マングース探索犬の育成、駆除剤の効果試験、マングースだけが利用でき

る餌箱の開発、マングース1頭1頭をDNAの違いで見分ける方法（個体識別）、年齢を測る方法（齢査定）、

マングースが嫌がる臭い探しなど、多岐にわたった。文科省、環境省、琉球大学の競争資金をもとに、

これらのテーマを卒論や修論のテーマに小分けして、若い自由な発想を持つ学生達が中心になって技術

開発を進めた。 

これらのテーマの中で、マングース北上防止柵は2005年頃に沖縄県と北部ダム事務所の対策事業で採

用され、やんばる地域の南端であるSFライン（塩屋湾と福地ダムを結ぶライン）に設置された。また、

マングース探索犬は、担当した学生による献身的な努力の結果、対策に活用されつつある。駆除剤と餌

箱の開発、個体識別、齢査定は充分に技術確立の目処がたった。 

外来種対策のための技術開発による生物多様性保全への貢献  
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～沖縄から世界の島嶼地域へ～ 

駆除の現場では、よりマングースを誘引できる餌や匂い、より簡易なマングース北上防止柵、効果的

な駆除剤、などの開発が待たれている。短期的にはこれらを精力的に進めていくとともに、個体や雌雄

識別の方法を確立させたい。中長期的には、マングース防除のための一連の技術が確立できれば、これ

らの沖縄で培われたノウハウや成果を、同じようにマングースが持ちこまれたハワイ諸島、西インド諸

島、モーリシャス諸島など、世界の島嶼で応用展開したい。ただし、研究者の業績が研究論文の質と量

だけで評価されるとすれば、これは問題だと私は思っていて、評価の尺度には、どれだけ自分以外の人

の役に立てたかという視点も必要だと考えている。農学部で動物のことを研究するからには、成果や論

文は、専門家ではないけれど、その地域で課題をともに解決しようとしている人たちにも理解されて、

そして実際に役に立たねばならないと思う。 

こんなことに気をつけながら、そして後輩達をEncourageすることを常に心にとめながら、外来種マン

グースの防除を通して、身近には沖縄島のもとからある環境の保全に貢献できる研究を、発展的には沖

縄で培われた成果を世界の島嶼に応用展開することを、決してあきらめることなく、学生達とともに目

指したい。 

（以上、小倉剛．2010，私の研究と今後の展開 ～マングースとの出会い、研究、これから～，第31回

沖縄研究奨励賞（財団法人沖縄協会，編）．pp. 3-5．財団法人沖縄協会，東京から抜粋） 

 

 
◇受賞者紹介 
 
所 属：琉球大学農学部 
職 名：准教授 
氏 名：田場 聡 
学会賞名：①沖縄農業研究会賞 

②The Marquis Who’s Who in the World 27th Edition 2010への掲載 
学会賞受賞研究題目：熱帯・亜熱帯性植物病害の同定・診断および環境低 
           負荷型防除技術に関する研究他 
受賞年月日：①平成21年8月9日 

②平成21年9月 
 
［受賞内容］ 

沖縄農業研究会賞は、「沖縄農業の研究・技術推進に多大の貢献をした者」に授与される賞で、①沖縄

や世界的に柑橘類栽培に甚大な被害を生じているカンキツグリーニング（CG）病のヨウ素・デンプン反
応を利用した迅速簡易診断法の開発、②沖縄県内で栽培される野菜や果樹類に発生した未知病害の原因

解明および③サツマイモネコブセンチュウの有機廃棄物を再利用した防除法、沖縄在来の天敵微生物を

活用した生物的防除法および未利用植物類を活用した耕種的・生物的防除法に関する研究など植物病理

学分野における基礎的および応用的研究が評価されたものである。 
The Marquis Who’s Who in the World 27 th Edition 2010は、「極めて独創性が高い芸術的・学術的活動、
顕著な社会的活動を行った人物を掲載する国際人名年鑑」で、上記にある内容の学術論文、特許および

実用新案の内容が評価されたものである。 

カンキツグリーニング病の簡易検定法は、ヨウ素・デンプン反応の発色の有無や色彩の相違により判

定を行うもの（実用新案取得）で、沖縄県内における本病の蔓延防止に利用されている。また沖縄県内

で発生する未知病害の解明は、植物病害研究の基礎を担うものであるとともに，農業現場における病害

診断に有効に利用されており、現在はこれら病害の環境低負荷型防除を中心に研究を推進中（関連特許 2
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件）である。線虫病に関しては，米ぬかを用いた効果的処理法の開発と作用メカニズムの解明を行うと

ともに，抽出液潅注法や太陽熱消毒との併用処理の有用性を明らかにし，既に技術の普及が行われてい

る。天敵微生物の利用では，薬剤に天敵微生物を包埋し，農薬低減を行うとともに防除効果を向上させ

ることに成功し、未利用植物の利用では，沖縄に自生するキク科雑草，アワユキセンダングサ（Bidens 
pilosa var. radiata Scherff.）に含まれる天然成分の高い殺虫活性（植物寄生性線虫および一般害虫）を
見出し，特許出願（3 件）を行うとともに産学間連携による商品化に向けた研究を推進している。なお
Who’s who in the world 28th edition 2011への掲載および「世界で活躍する優れた科学者」に贈られる
IBC 2000 Outstanding intellectuals of the 21st century 2010への掲載および同 Top 100の受賞も決定
している。今後も「さまざまな意見と箴言（ニーチェ著）」にあるような独創的な研究を行い地域農業に

還元できる実用的な成果を上げられるよう努力したいと考えている。 
受賞にあたり、微生物研究に導いて頂いた元琉球大学理学部、中村直助教授、多くのご指導を頂いた

琉球大学農学部、諸見里善一教授に心より感謝を申し上げます。また本研究成果は多くの方々のご指導、

ご支援により得られた成果であり、特に元宮崎大学農学部、上運天博教授、沖縄県農業試験場（現沖縄

農業研究センター）、病理研究室の皆様、九州沖縄農業研究センター、岩堀英晶上席研究員にご指導・ご

協力を賜りました。心より厚くお礼を申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇受賞者紹介 
 
所 属：琉球大学農学部 

職 名：教 授 

氏 名：安田 正昭 
学会賞名：平成２１年度日本食品科学工学会賞 

学会賞受賞研究題目：大豆発酵食品「豆腐よう」に関する食品科学的研究 

受賞年月日：平成 21 年 9 月 10 日 

 

［受賞内容］ 
 

社団法人日本食品科学工学会は 1953 年に農産加工技術研究会として発足し、その後、1962 年に日本食

品工業学会、1994 年に日本食品科学工学会とそれぞれ名称を変更し、現在に至っています。この間、1984

年に任意団体から公益法人（社団法人）として生まれ変わりました。 

学会のホームページによれば、「日本食品科学工学会は、食品科学工学に係る研究者及び技術者の連携

の強化を通じて、食品科学工学に関する調査、情報の収集及び分析、その提供等を行うことにより、我

が国の食品科学工学の向上を図り、もって国民の食生活の向上に寄与することを目的」としています。

本会は、学会誌として、和文誌（日本食品科学工学会誌）を毎月、英文誌（Food Science and Technology 

Research）を隔月に、それぞれ定期的に刊行しています。 
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この度、安田は『大豆発酵食品「豆腐よう」に関する食品科学的研究』の課題で平成 21 年度日本食品

科学工学会賞受賞の栄を賜りました。本賞は、「本会並びに国内外の関連学会における食品科学工学の分

野において、特に優秀な研究業績をあげた会員に授与する」とされています。地域研究に対して学会が

スポットライトを当てたことは、地方大学所属研究者にとって朗報でありました。 

豆腐ようは、室温で乾燥させた豆腐を麹（紅麹 and/or 黄麹）と泡盛を含む諸味に漬け込んで熟成させ

たものであります。本発酵食品は、雲丹のような風味とソフトチーズに類似したテクスチャーを有する

ユニークな低塩大豆発酵食品であり、現代人の嗜好によく合う食品として今後の発展が期待されていま

す。豆腐ようは、18 世紀頃に中国（福建省）から伝来した紅腐乳と呼ばれる豆腐発酵食品をもとに琉球

王府のお料理座で造り出さ、王家でのみ賞味された珍品であります。その製法は、今日に至るまで琉球

王家と関係の深い家庭でのみ、門外不出の秘伝として継承されてきたので、人々の目に触れることはほ

とんどありませんでした。 

 本研究において、経験や勘に基づいた製造法の特徴を科学的に解析し、製造のプロセスを人為的に制

御し得る基礎技術を確立しました。また、本研究成果を地場産業に技術移転し、沖縄のオリジナル特産

品に育て上げました（本誌 Doctoral Course Newsletter No. 18, 28-29, 1998 参照）。 

 次に、豆腐ようのユニークな熟成機構がエチルアルコール（泡盛）存在下における麹菌プロテイナー

ゼによる限定分解作用によることを食品化学、食品物理学及び酵素化学的手法を用いて解析するととも

に、その食品科学的特性（色、味、香りなどおいしさの要因解析、血圧上昇抑制作用や抗酸化作用など

の生理機能）についても明らかにしました。 

 また、豆腐よう発酵に寄与する紅麹菌のプロテイナーゼ、ペプチダーゼ、グルコアミラーゼなどの酵

素化学的特性解明と発酵における貢献、食品化学分野におけるこれら酵素の応用についても明らかにし

ました。 

 さらに、豆腐よう研究の発展として分離大豆タンパク質を用いた新規発酵食品の開発と本技術シーズ

を基本とした産学官連携の共同研究を実施し、プロテイン健康食品「大地の粒」を完成させました。ま

た、大豆乳凝集酵素（SMCE）活性の高い Bacillus pumilus を豆腐ようの製造過程で分離しました。分離
菌株の産生する精製 SMCE の酵素化学的特性、タンパク質化学的特性並びに分子生物学的特性を明らかに

するとともに、本酵素を用いた新しい豆腐製造法を確立し、豆腐よう類似発酵食品の製造法を明らかに

しました。本酵素は大豆加工分野における酵素利用技術の発展に寄与すると期待されます。 
 

 
 

日本食品科学工学会賞          日本食品科学工学会賞授賞式 
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◇受賞者紹介 
 

所 属：鹿児島大学農学部 
職 名：准教授 
氏 名：花城 勲（共同受賞） 
学会賞名：日本応用糖質科学会ポスター賞 
学会賞受賞研究題目：澱粉合成酵素SSI、SSIIIa活性の欠損によるイネ胚乳澱粉の分子構造変化 
受賞年月日：平成21年9月16日 
 
［受賞内容］ 

本受賞の対象となった研究は秋田県立大学との共同研究（発表者氏名：○樋口利幸（鹿児島大学大学

院農学研究科H21年度修了）、花城勲、中村保典、藤田直子）である。 

植物における澱粉生合成には多数の酵素が複雑に関与しており、その詳細なメカニズムは解明されて

いない。イネ登熟胚乳中において、アミロペクチン単位鎖を伸長する澱粉合成酵素（SS）には複数のア

イソザイムの存在が知られているが、その主要な活性は、SSIとSSIIIaの二種類である。本研究ではこれ

ら主要なSSをそれぞれ欠損させた変異体（・SSI、・SSIIIa）の澱粉について構造解析を行い、これらの

変異による分子構造変化の詳細を明らかにするとともに、生じた構造変化からこれらのSSアイソザイム

の澱粉生合成における役割を探ることを目的とした。 

通常のイネ胚乳澱粉ではアミロペクチンは澱粉重量の約8割を占める主要な構成要素であり、分岐・‐

グルカンであるアミロペクチン分子を構成する単位鎖の鎖長分布はアミロペクチンおよび澱粉の物性へ

大きな影響を及ぼすと考えられている。また、アミロペクチンの鎖長分布はアミロペクチン合成に関わ

る酵素作用の総体的な結果を反映したものであり、変異によるSS活性欠損の影響が鎖長分布の相違とし

て現れることが予想される。親系統（日本晴）に比べ、変異体のいずれのアミロペクチンとも超長鎖（E

LC）画分の比率の増加が認められた。また、・SSIでは鎖長6と7の、アミロペクチン分子中で最も短い単

位鎖の割合が増加しており、・SSIIIaでは単位鎖のクラスター単位同士を連結するB2およびB3鎖画分の

割合が大きく減少し、クラスター単位の構成に関わるAおよびB1鎖の画分の割合は増加していた。 

アミロース含量はいずれの変異体においても日本晴より高く、特に・SSIIIaで23.3％と大きく増加し

た。アミロースの重合度分布は変異体において僅かに低分子側にシフトする傾向が認められた。アミロ

ースの構造における最も顕著な変化は数平均鎖長の減少であったが、これは分岐分子のモル比と分岐分

子1分子あたりの側鎖の数の両方がSSの変異によって増加したことによるものであることが判った。 

・SSIおよび・SSIIIaのアミロペクチンの鎖長分布における日本晴のそれとの相違から、SSIはアミロ

ペクチン分子中で最も短い鎖長6と7の単位鎖を伸長する役割、一方のSSIIIaはB1鎖程度の鎖長の単位鎖

を伸長してB2鎖やB3鎖を合成する役割を担っていることが考えられ、SSアイソザイムはアミロペクチン

合成において各々異なる働きをしていることが示唆された。また、アミロペクチンのELCとアミロース含

量の増加は、SS活性欠損の間接的な結果と考えられるが、特にアミロースにおいては量的変化のみなら

ず、分岐構造にも変化が認められており、SS活性の増減に起因する、枝つくり酵素等の澱粉生合成に関

わる他の酵素の発現量の変化や、蛋白質レベルでのこれらとSSとの間の相互作用についても明らかにす

る必要性のあることが示唆された。 
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◇受賞者紹介 
 
所 属：鹿児島大学 
職 名：准教授 
氏 名：鳥居 享司 
学会賞名：地域漁業学会奨励賞（中楯賞） 
学会賞受賞研究題目：マグロ養殖業の経営問題に関する一連の研究 
受賞年月日：2009年11月28日 
 
［受賞内容］ 
 1990年代後半以降，鹿児島県，長崎県等を中心にマグロ養殖業が行われています。海外におけるマグ
ロ漁獲規制の強化，「国産魚介類」への根強い需要，アジア市場への期待などを背景に，マグロ養殖は「儲

かる事業」と見なされ，大手水産資本の参入と生産規模拡大が進められています。一方，生産地において

は，漁協や地方自治体が中心になって大手資本を誘致する動きも見られます。その背景には，漁協経営や

地域経済の悪化があります。既存漁業の弱体化によって漁協の経済事業は先細りの様相を呈し，さらには

漁業を基盤とした漁村経済は疲弊の度合いを強めています。漁業権行使料の徴収や購買・販売事業などの

利用促進による漁協経営の改善，雇用機会の創出を通じた地域経済の活性化などに期待して，大手資本を

誘致しています。つまり，高い収益が期待できるマグロ養殖への参入を目指す大手資本，大手資本からの

経済的効果に期待する生産地，両者の思惑が絡み合いながら大手資本の生産段階への参入がすすんでいる

のです。 
しかし，ここで気をつけなくてはならないことは，大手資本がマグロ養殖を展開する「場」は共同利用

の漁場であるという点です。生産活動の弱体化が指摘されるとはいえ，そこには既存の利用体系が存在し

ます。地域経済のため漁協経営のためのという名目のもとで規模拡大を続けるマグロ養殖業が，一方では

地域漁業の漁場利用体系と漁業生産構造を変化させる事態が散見されるのです。 
こうしたことから本研究では，マグロ養殖業が生産地へ与える影響について，とくに漁協・漁家経営，
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漁場利用の変化に焦点を当てて分析しました。 
その結果，漁業権行使料や経済事業の利用促進によって漁協の経営改善が進んでいること，種苗・餌料

供給を通じて漁家経営へも経済的利益が及んでいること，雇用効果が現れ漁村地域における人口流出防止

に寄与していること，などが明らかになりました。その一方で，2つの看過できない変化が明らかとなり
ました。第1は，漁場利用体系の変化です。「漁協経営のため」，「地域経済のため」といった理由で，
地域経済や漁協経営への経済的貢献度の低い漁業種目が，マグロ養殖に取って換わられる事態が発生して

います。つまり漁協や地方自治体は，漁協経営改善や地域経済浮揚を目的に，漁場からの地代収入や経済

的効果を最大化する漁場利用体系への改変を推し進めているのです。漁場利用の再編とともに関係漁業者

の生活も変化を余儀なくされる可能性があることから，漁協は代替漁場の提示，販売手数料の引き下げ，

補償金的性格を有する漁業振興基金の創設などによって関係漁業者にもたらされるデメリットを相殺し

ています。第2は，漁場管理主体としての漁協の機能・性格の変化です。漁業権行使料は漁業権の維持管
理に必要な経費を基準に算出されるのが原則とされていますが，その漁業権行使料の対価として期待され

る漁協の機能や役割が変化しています。漁協では水質・底質のモニタリングなど漁場の環境管理を行って

いますが，これらは大手資本が自身で可能であり，彼らにとって不可欠なサービスではありません。多額

の行使料等を支払う資本側が期待する機能とは，私企業では対象にならない補助事業等を資本に代わって

漁協が導入すること，資本と漁業者の調整役を漁協が担うことです。つまり，漁業権行使料の本来的対価

である漁場管理とは別の機能・役割を求めており，こうした点において漁協の存在価値を高く評価してい

るのです。漁協側も資本の意向を理解しており，漁場拡張時の調整役，公的資金の導入による養殖環境整

備に注力しています。 
このように，漁協経営や漁家経営の悪化を背景に，共同体的・平等主義的漁場利用から地代収入最大化

を目的とした漁場利用体系への転換が目指され，こうした利用体系を確実なものにするために様々な役割

を漁協が演じています。 
こうした「変化」が地域漁業にどういった影響をもたらすのか，漁協の期待するように漁協経営と漁家

経営を長期にわたって安定化するのか，引き続き注目していくつもりです。 
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◇学会賞等受賞 
                     
Course of Specialization: Science of Bioresource Production 
Major Chair: Science of Forest and Agricultural Resources  
Name: Hafeza Akther 
Name of Symposium: Asia-Pacific Symposium on new technologies for 
          prediction and mitigation of sediment disasters 
Award: Young Scientist Poster Award 
18th and 19th November, 2009, at Tokyo 
 
In September 2005, a prolonged period of intensive rainfall caused landslides in a 27.48 km2 
catchment basin, combined catchment area of Byutano, Kataino and Sakai river of Wanitsuka 
Mountain (Miyazaki Prefecture, Southern Kyushu, Japan). The landslides began as deep-seated 
debris slides and developed into debris avalanches and debris flows that impacted upon the down 
slope areas. In view of the potential for such events to occur again in this area, an evaluation of 
spatially and temporally distribution of landslides and understanding of the initial failure 
mechanism in catchments are crucial if assessments are to be made of the hazard levels. The 
evaluations were based on the series of inventory maps for the years 1948, 1974 and 2005. The 
results of aerial photograph interpretation and detailed surveys of the geomorphological features 
viz, fresh landslides scars, past landslide scars, debris flow terraces and rock creeping areas of the 
source areas are presented. Thus, a total of 32 and 314 landslides have been recognized in 2005 and 
1939, respectively. The total area denuded by landslides were calculated at about 0.774 km2 in 2005 
(2.8% of the whole area) and about 0.647 km2 (2.4%) in 1939. Interpretation of landslide patterns 
from maps indicated that maximum landslides of three catchment basins were proceeded by 
gravitational deformation of weathered rocks, which control chronic landsliding regularly 
reactivated by intense rainfall.  Air photographs taken in 1948, 1974 and 2005, demonstrated the 
short term effects of disturbance due to in the area. About 33.88% area of three catchments, still 
bears the potential to produce landslides. Subsequently, the past landslide triggering scenario too 
was outlined by careful investigations. The previous landslide incidences were established using C14 
method, and recurrence incidences in 5 spots were estimated range more than 100 – 3100 y BP. 
From geomorphological investigation, Wanitsuka Mountain has been identified before 3100 y BP to 
now-a-days as the site of a slow moving, intermittent landslide area.  
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平成２１年大学院連合農学研究科学位記授与式（前期） 

 

 

  大学院連合農学研究科では、９月１８日（金）、平成２１年度鹿児島大学大学院連合農学

研究科学位記授与式が挙行され、課程博士１１名と論文博士４名の計１５名（うち外国人

留学生４名）に、菅沼俊彦連合農学研究科長から学位記が授与されました。 

 

  授与式は、佐賀大学大学院農学研究科長（代理出席）、琉球大学大学院農学研究科長、鹿

児島大学大学院農学研究科長、鹿児島大学大学院水産学研究科長を始め、各構成大学の指

導教員や、学位取得者のご家族の方も出席し、厳粛な雰囲気の中で挙行されました。 

   

また、学位記授与式終了後は、１階小会議室に場所を移して祝賀会が行われ、出席した

学位取得者や指導教員から、これまでの苦労や今後の決意など、一言ずつ話をしてもらい、

式の時とは一転、祝賀会は和やかな雰囲気の中で、ご家族も一緒にしばし歓談の時を持つ

ことができました。 

 

【外国人留学生の国内訳：４名】 

バングラデシュ（１名）、中国（２名）、フィリピン（１名） 
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平成２１年度大学院連合農学研究科学位記授与式（後期） 

 

 

 大学院連合農学研究科では、３月１５日、平成２１年度大学院連合農学研究科学位記授

与式が挙行され、課程博士２２名と論文博士８名の計３０名（うち外国人留学生１４名）

に吉田浩己学長から学位記が授与されました。 

 

 授与式では、吉田浩己学長が「高い志を持って人類の発展と地球規模の問題の解決に貢

献し、世界で活躍することを期待します」と告辞。続いて構成大学の佛淵孝夫佐賀大学長、

仲地宗俊琉球大学農学研究科長（岩政輝男琉球大学長の代理）からそれぞれ祝辞が述べら

れました。 

 

 最後に修了生を代表して、インドネシアからの留学生のアスダ・ライニングさん（鹿児

島大学配属・水産資源科学専攻）が謝辞を述べました。 

 

【外国人留学生の国内訳：１４名】 

マレーシア（１名）、中国（１名）、バングラデシュ（２名）、スリランカ（１名）、インド

ネシア（４名）、韓国（１名）、フィリピン（２名）、ミャンマー（１名）、マダガスカル（１

名） 
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平成２１年度大学大学院連合農学研究科１０月入学コース入学式 

 
  
  鹿児島大学大学院連合農学研究科では、１０月２日，平成２１年度鹿児島大学大学院連
合農学研究科の１０月入学コース入学式を挙行しました。１０月入学コースは外国人留学

生 6名を含む７名が入学しました。 
   
入学式では、菅沼俊彦連合農学研究科長から入学許可が読み上げられた後、入学者代表し

て佐賀大学配属の小川哲治さんが入学者宣誓を行い、今後の研究と博士の学位取得に向け

ての決意を新たにしました。 
  続いて、連合農学研究科長の告辞及び構成大学の研究科長を代表して佐賀大学大学院農
学研究科長代理から祝辞が述べられ、新たなスタートを切った新入生を歓迎し、入学式を

終了しました。 
   
【外国人留学生の国内訳：６名】 
インドネシア５名、スリランカ１名 
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平成２２年度大学院連合農学研究科入学式 

 

 

 鹿児島大学大学院連合農学研究科では、４月１２日、平成２２年度鹿児島大学大学院連

合農学研究科入学式を挙行しました。今年度は、外国人留学生１７名を含む計３４名が入

学しました。 

 

 入学式では、はじめに、入学生を代表して鹿児島大学配属の[主税 裕樹（ちから ゆう

き）]さんが入学者宣誓を行いました。続いて吉田浩己学長から「世界のリーダーとなるよ

う高い志をもって研究に励むことを期待します」と告辞があった後、構成大学の佛淵孝夫

佐賀大学長、仲地宗俊琉球大学農学研究科長（岩政輝男琉球大学長の代理）からそれぞれ

祝辞が述べられました。 

 

【外国人留学生の国内訳：１７名】 

バングラデシュ６名、フィリピン２名、ベトナム２名、インドネシア２名、中国２名、ミ

ャンマー１名、タイ１名、セネガル１名 

 

＜大学院連合農学研究科＞ 

大学院連合農学研究科は、鹿児島大学大学院農学研究科、鹿児島大学大学院水産学研究科、

佐賀大学大学院農学研究科及び琉球大学大学院農学研究科の修士課程を母体とし、これら

が連合して密接な連携のもとに運営されており、それぞれの研究科とは別の独立した後期

３年のみの博士課程の研究科です。 

 

 



告 辞

鮮やかな楠の若葉が春の光に輝き、まさに春爛漫の今日、御来賓及び関係者の方々にご出席を賜

り、平成２２年度の入学式を挙行できますことは、鹿児島大学大学院連合農学研究科にとりまして、

大きな喜びであります。

本日、新たに本研究科にお迎えすることとなりました、３４名の新入生の皆様に心からお祝いを

申し上げます。

本研究科は、設置されて２３年目を迎え、佐賀大学、琉球大学、鹿児島大学が参画する農林水産

系博士課程の大学院で、西日本及び広くアジアを視野に入れた、熱帯・亜熱帯の特徴ある農業、林業、

水産業関連の教育・研究が高く評価されいます。

本研究科は、さらなる教育の質の向上を目指し、昨年度改組を行い、４専攻１１連合講座から３

専攻９連合講座となりました。

入学者３４名の内訳は、生物生産科学専攻１０名、応用生命科学専攻８名、農水圏資源環境科学

専攻１６名となっており、佐賀大学配属の学生が１０名、琉球大学が６名、鹿児島大学が１８名とな

っております。入学者の中には社会人の方が２名おられ、仕事と研究を両立させながら研究に励むこ

ととなります。

また、新入生の中には８カ国から１７名の外国人留学生が来られておられます。みなさん熱い志

を持った若い研究者たちであります。

Congratulations！ I would like to express my welcome to you.
ようこそいらっしゃいました。皆さんが本研究科で勉学・研究に研鑽を積まれるとともに、日本

の文化・風土に触れ、国際的感覚を身につけられることを望みます。遠く祖国を離れ、言葉や生活習

慣など、いろいろ慣れないこともあろうかと思いますが、指導教員をはじめ多くの人々と交流され、

目的を成し遂げられることを祈っております。ここで、学ぶ楽しさ喜びを味わってください。

本研究科では、食料生産、生物資源の有効利用、先端的生命科学、農林水産学を取り巻く環境保

全、食の安全・安心を基軸にし、品種改良などの技術革新、国際化、地域貢献を目指して、それぞれ

の分野のリーダーとなる人材の養成を行っています。皆さんの研究テーマも、最先端の生命科学の研

究から、農林水産業の基本となる研究、地域に密着した研究、生物資源の開発と有効利用に関する研

究、持続可能な農業や資源再生などの環境保全に関する研究など、多岐にわたっています。この中か

ら、世界に輝く研究が生まれてくると信じております。

これまでに本研究科より社会に送り出した６８９名の修了生は、日本だけでなく、世界各国で高

い評価を受けて、農林水産系のみならず、さまざまな分野で活躍しています。皆さんも、研究面だけ

でなく、人間的にも成長し倫理観の高い研究者に成長していただきたいと思います。高い志をもって、

日々の研鑽に励んでください。そして、３年後には、日本そして世界の新しいリーダーとして、ここ

を巣立っていかれることを心より期待します。人類社会の持続的発展とこの素晴らしい地球のために、

皆さんの惜しみない努力と情熱が注がれることを、心から祈念して告辞といたします。

２０１０年４月１２日

鹿児島大学長 吉田 浩己
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平成２１年度 農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）を終えて 
 
                                                                  鹿児島大学水産学部 

   佐野 雅昭 

   大富  潤 

 

平成２1年度大学院連合農学研究科（博士課程）農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）実施報告 
 
１．例年にならい、２１年度も農学特別講義（一般セミナー）が11月９日～11日の３日間の日程で行わ
れた。鹿児島大学水産学部が開催担当ということで、代議員である佐野と大富が全体の進行を行った。 
 例年通りのスケジュールであるが、講演の内容、参集した学生と教員の顔ぶれは毎回フレッシュなも

のである。全体的には心地よい緊張感に包まれながら、講演をメインとするスケジュールが滞りなく消

化され、あっという間の３日間であった。 
専攻セミナーでは学生同士の研究内容を報告し合い、意見を交わしあった。今年も活気に溢れた議論

がそれぞれの部屋で行われ、学生達にとっては大変に有意義な時間だったのではないだろうか。単に講

演を受け身で聴くだけではなく、自分達の主張を双方向の関係性の中で披露し合う場がセミナーに設け

られていることは、よく考えられた措置であると感じた。このような場を通して、研究者としての資質

が磨かれていくのであろう。と同時に、同じ研究者を志す仲間として、国籍を超えた強い連帯感や友情

も育まれて行くに違いない。 
講演はいずれも専門的であり、貴重なものであった。理解困難な内容を平易に説明しようとご努力い

ただいた演者の方には感謝している。国際的な内容も多く、留学生の多くが問題意識を共有できたであ

ろう。 
ポスター発表では、今年も多様で興味深い連大生の研究内容の一部が紹介された。このような発表の

形式は近年さまざまな学会で取り入れられつつあるが、年々作り方が洗練されてきたように思える。プ

レゼンテーションの技術も研究者としては重要なツールの１つであり、こうしたメニューも学生教育に

大きく貢献していることを再確認した。 
懇親会は概ね好評であった。特にその食事が学生達から高く評価された（これには事後談があるのだ

が、ここでは語らずにおくことにする）。事後に提出して頂いたアンケートでは、セミナーの内容より

も食事の内容が高い評価を受けており、なんだか複雑な気持ちである。 
 
全日程を事故なく終えることができ、参加学生のアンケートにおいても概ね良い評価をいただけたこ

とから、我々としては開催者として最低限の義務は果たせたものと考え、安心している。全体の進行の

中の要所要所でお言葉をいただいた菅沼研究科長及び野呂水産学部長、講演者のお世話などで当日もい

ろいろご協力頂いた各構成大学代議員の方々、そして懇親会司会としてご活躍頂いた越塩水産学部副学

部長には本当に感謝している。ここで改めて謝意を表したい。 
また、開催に当たり、連大及び水産学部の事務方には多大な御協力をいただいた。感謝している。中

でも細々とした部分に目を行き届かせながら、裏方として様々な面でご活躍頂いた玉利氏には、再度感

謝の念を伝えたい。 
２２年度は佐賀で開催される。フレッシュな緊張感を楽しみに、しかし少し気楽な気分で、今年も参

加しようと考えている。 
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平成２１年度 鹿児島大学大学院連合農学研究科・農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）日程表 

 
         時 

日   

9:00       10:00        11:00       12:00      13:00          14:00      15:00          16:00        17:00            18:00         19:00 

第１日目 11/9（月） 

                                                          14:00       15:00   15:30                               18:00 

 

受  付 

開 

講 

式 

・ 

写 

真 

撮 

影 

 

専攻セミナー 

 

ジェイドガーデンパレス 

第２日目 11/10（火） 

   8:30            10:10 10:20              12:00     12:50             14:30                          1７:00                      19:00 

 

 

 

受 

付 

 

セミナーA 

 
「多種の動物生産シス

テムにおけるバイオテ

クノロジーの応用」 

 

明治大学農学部 

丸山公明 

教授 

休

 

憩

セミナーB 

 
「反芻動物の神秘」 

 

琉球大学農学部 

砂川勝徳 

教授 

昼  食

 

セミナーC 

 
「先端生命科学・技術は生

物生産と利用に貢献する

か？」        

 

名古屋大学大学院    

生命農学研究科 

松田 幹 

教授 

情報交換セミナー 
（ポスターセッション） 

交流会  

ジェイドガーデンパレス 

第３日目 11/11（水） 

8:30              10:10 10:20             12:00      12:50                14:30   15:10 

 

 

 

受 

付 

セミナーD 

 
「食品機能とは？」 

 

九州大学大学院    

農学研究院 

松井利郎 

准教授 

休

 

憩

セミナーE 

 
｢マツ材線虫病｣ 

 

玉川大学 

真宮靖治 

元教授 

昼  食

 

セミナーＦ 

 
「赤潮プランクトンに感染す

るウィルスの研究」 

  

瀬戸内海区水産研究所 

長崎慶三 

室長 

 

閉 

 

講 

 

式 

 

ジェイドガーデンパレス  
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Program for the 2009 AgricultureⅠ（General Seminar） of the United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University 

 
        Time 

Day 
9:00      10:00        11:00       12:00    13:00          14:00     15:00         16:00        17:00            18:00       

Nov. 9th 
（Mon.） 

                                                14:00      15:00     15:30                               18:00 

Registration 

 
Openin

g 
Ceremo

ny 
& 

Group 
photo 

Presentation of Research Reports 

 

(Place)  JADE GARDEN PALACE 

Nov. 10th 
（Tue.） 

  8:30        10:10  10:20            12:00     12:50           14:30                        17:00                 19:00
  

Seminar Ａ 
 

Application of 
biotechnology for 
various animal 

production systems 
 

  K. Maruyama 
（Meiji Univ.） 

B
r
e
a
k 

Seminar B 
 

The Mystery of 
Ruminants 

 
K. Sunagawa 

（Ryukyus Univ.） 

Lunch 

 
SeminarＣ 

 
Does the cutting-edge 

bio-science and 
technology contribute to 

biological production 
and utilization？   

 
T.Matsuda       

（Nagoya Univ.） 

Poster Sessions Reception 

(Place)  JADE GARDEN PALACE 

Nov. 11th 
（Wed.） 

8:30           10:10  10:20           12:00       12:50              14:30  15:10
 

Seminar Ｄ 
 

What is the food 
function 

 
T.Matsui      

（Kyushu Univ.） 

B
r
e
a
k 

Seminar Ｅ 
 

Pine wilt disease 
 

Y.Mamiya 
（Former prof.  

Tamagawa Univ.） 

Lunch 

 
Seminar Ｆ 

 
Viruses infectious to 

harmful bloom-forming 
microalgae 

 
K.Nagasaki 

（National Research 
Institute of Fisheries 
and Environment of 

Inland Sea（FEIS）） 
 

Closing 
Ceremo
ny 

(Place)  JADE GARDEN PALACE  
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入学試験検討委員会報告 
 
 
                             平成２１年度委員長 
                                                                          曽根 晃一 
 
平成２１年度の入学試験検討委員会は、曽根晃一（鹿児島大農）、大富潤（鹿児島大水産）、仲間勇

栄（琉球大農）、渡邊啓一（佐賀大農）、杉元康志（鹿児島大連）の５名のメンバーで構成され、今年

度も６回開催された。前年度は改組初年度で、入学試験関係でも処理すべき問題が多かったが、今年度

は昨年度変更した手順にのっとり、学生募集要項の作成、入学試験の実施に向けた準備を行った。 
今年度も、平成２１年９月に実施した平成２１年１０月入学者選抜試験と平成２２年２月に実施した

平成２２年４月入学者選抜試験を、トラブル無く実施することができた。昨年暮れから新型インフルエ

ンザの流行に伴い、感染者の対する再試験などの特別措置が、センター試験や個別学力試験では実施さ

れた。本連合農学研究科でも、４月入学者の選抜試験において、そのような措置を講じるかどうか委員

会で検討したが、試験の日程が今年度は祝日の関係で例年より１週間遅れたので、再試験の時間の確保

や、各構成大学から改めて試験委員に集合してもらうことが難しいことなどの理由で、特別措置は実施

しないこととした。当日は、志願者全員が受験し、インフルエンザによるトラブルは杞憂に終わった。 
委員会では、昨年度に引き続き、入学試験に関連する現在の問題点の洗い出しとそれに対する対応策

についても議論してきた。現在一番大きい問題は、入学者の定員超過である。定員２３名のところ、平

成２１年度は４月入学者３３名、１０月入学者７名の計４０名、平成２２年度は４月入学者が３４名で、

４月入学者だけで定員超過の状態である。ここ何年かは、国費留学生の入学者の分だけ、定員を超過し

ていたが、最近国立大学の教員に学位を取らせるというインドネシア政府の方針により、私費留学生が

増加し、定員超過に拍車をかけている現状が紹介された。しかし、この方針が何年継続するのかは不明

なので、この状態がいつまで続くのか予想できない。今年度は改組して１年目なので、すぐに定員の変

更などの対策はとれないが、今後もこのような状況が続くようであれば、何らかの対策が必要であると

の認識で一致した。 
また、今年度は入学試験の口頭試問の採点に、連合講座でかなりの開きがみられた。採点方法も見直

し（例えば、主指導教員と第１副指導教員は口頭諮問委員にはならないなど）が必要かもしれないとい

うことを、次年度に申し送ることとした。さらに、改組に伴い水産学関連の連合講座が水産資源科学連

合講座の一つになり、受験生の数も多い状態が続いているの。そのため、連合講座を主宰する代議委員

の受験当日の負担が大きくなっている（代議委員は、昨年度は１１名、今年度は９名の受験生の口頭試

問委員となっている）。今後は、水産学部から選出された２名の代議委員を口頭試問主宰者にするなど

の工夫が必要になると思われることも、次年度の委員会に申し送ることとした。 
 
以下に、平成２１年度の委員会の開催日時と議題を記す。 
第１回委員会 平成２１年５月２２日（金）１４時３０分～１５時００分 
・平成２１年度入試検討委員会の日程と主な議題等について 
・平成２０年度入学試験実施方法等に関する反省と定員超過への対応 
 
第２回委員会 平成２１年６月１２日（金）１３時４５分～１４時５０分 
・平成２１年度１０月入学コース入学試験について 
  小論文問題の作成 
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・平成２２年度４月入学コース入学試験について 
  ４月入学試験スケジュールの検討 
  ４学入学学生募集要綱案の検討、一部修正 
 
第３回委員会 平成２１年７月１７日（金）１４時００分～１４時３０分 
・平成２１年度１０月入学コース入学試験について 
  入学・進学試験要綱案の検討 
  入学試験説明会資料案の検討 
・平成２２年４月入学コース入学試験について 
  募集要項案の検討・変更 
 
第４回委員会 平成２１年１２月１８日（金）１４時００分～１４時２０分 
・平成２２年度４月入学コース入学試験について 
  小論文問題の作成 
・平成２２年度１０月入学コース入学試験について 
  入学試験スケジュール案の検討 
  学生募集要綱案の検討 
・その他 
  平成２２年度４月入学コース入学試験におけるインフルエンザ対応 
  入学試験説明会の実施スケジュール 
 
第５回委員会 平成２２年１月１５日（金）９時３０分～１０時００分 
・平成２２年度４月入学コース入学試験について 
  入学試験説明会資料案の検討 
  入学・進学試験要綱案の審議 
・平成２２年度１０月コース入学試験について 
  入学試験スケジュールの審議 
  募集要綱案の審議 
 
第６回委員会 平成２２年３月５日１４時００分～１４時２０分 
・平成２２年度４月入学コース入学試験の反省 
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平成２１年度奨学金及び研究助成金受給状況 

奨学金 
名  称 応募者数 採用者数 

私費外国人留学生学習奨励費 ９名 ９名 
平和中島財団外国人留学生奨学生 １名 ０ 
国内採用による国費外国人留学生 ４名 ０ 
共立国際交流奨学財団奨学生 １名 ０ 
川口静記念奨学生 １名 ０ 
旭硝子奨学会外国人留学生奨学生 ２名 １名 
財団法人米盛誠心育英会奨学生 １名 1名 

 
 
日本学生支援機構奨学生 

学 年 申請者数 採用者数 
１年次 ６名 ６名 

 
 
 
 
 
 
 

平成２１年度入学料及び授業料免除状況 

入学料免除 
 申請者数 全額免除者数 半額免除者数 不許可者数 

４月入学 ４名 ０名 ２名 ２名 
１０月入学 １名 ０名 ０名 １名 

 
授業料免除 

 申請者数 全額免除者数 半額免除者数 不許可者数 
前期 ２６名 ８名   ８名 １０名 
後期 ２７名 ４名 １４名   ９名 
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鹿児島大学大学院連合農学研究科 



130 
 

 

Ⅰ 鹿児島大学大学院連合農学研究科の設置の趣旨、教育の理念、教学上の特色 
 
設置の趣旨 
鹿児島大学大学院連合農学研究科は、日本の食料生産基地である九州・沖縄において、農水産業のさらな

る発展を目指し、環境と調和した安定的な食料生産および技術革新を担う指導者の養成を目的に、佐賀大学、

琉球大学と鹿児島大学が連合し、多彩な教員組織を構築して、研究施設及び設備も連合しながら教育研究体

制を作り、社会・世界に貢献する博士を輩出する博士課程大学院である。温帯から熱帯資源の生産・利用を

中心に地域・国際農水産学、環境農水産学及び先端生命科学に関する高度の専門的能力と豊かな学識をそな

えた研究者を養成し、斯学の進歩と農水産業および地域の発展に寄与することを目的とする。また、社会人

並びに外国人留学生、特に中国及び東南アジア等の諸国から農水産学系の留学生希望者を積極的に受け入れ、

東アジアにおける農学の教育研究の中核となることを目的とするものである。 

 

教育の理念 

農学分野に加えて他大学の連合農学研究科にない水産学分野をもつ本研究科は、自己の専門分野のみなら

ず、幅広い農学・水産学に関する深い知識を修得させ、大学、試験研究機関あるいは民間企業において生物

資源関連、水産資源関連分野の発展に貢献しうる研究者の養成を行う。 

 

教学上の特色 

（１）本研究科では、学生１人に対し、主指導教員１人のほかに副指導教員２人合わせて計３人による指

導体制をとっている。 

（２）本研究科では、研究科共通科目農学特別講義Ⅰ(２単位)、論文研究等科目の専門分野の特別研究(６

単位)、特別演習(２単位)の必修科目計１０単位、研究科共通科目農学特別講義Ⅱ、専門分野科目の特

別講義・特論、広領域科目の選択科目の中から２単位以上合わせて１２単位以上修得し、これらの履

修を論文提出の必須条件としている。 

（３）学生は、主指導教員が専任として在職する構成大学に配置され、研究指導を受けるが、他の構成大

学の施設・設備も利用することができる。 

 

 

Ⅱ  人材養成目標 
地域固有の生物生産が活発に行われている九州・沖縄において、構成大学の教員組織、研究施設及び設備を

連合して教育研究体制を作り、生物生産、生物資源の開発・利用・保全並びにバイオサイエンスに関する高度

の専門的能力と豊かな学識をそなえた研究者の養成を目指す。 

   

 

生物生産科学専攻 

農産物の生産向上と熱帯・亜熱帯資源の活用、農林水産物の流通と国際政策、食料生産システム

の構築、品種改良および新作物の創生、効率的な家畜生産において専門的な教育を行い、農水産業

の発展に寄与できる、高度の専門的能力と豊かな学識をそなえた人材を養成する。 

 

応用生命科学専攻 

生物資源の有効活用、未利用資源および廃棄物の有効利用、食品の機能 開発、食の安全管理、

食と健康、先端的バイオサイエンスとバイオテクノロジー、分子から個体に至る機能開発において

専門的な教育を行い、農水産業の発展に寄与できる、高度の専門的能力と豊かな学識をそなえた人

材を養成する。 
 
農水圏資源環境科学専攻 
農水圏における食料資源環境の整備・保全、食料生産の向上及び貯蔵・輸送の効率化、農作物の

生物防御、森林環境の保全と資源保護、水産資源および環境の保全において専門的な教育を行い、

農水産業の発展に寄与できる、高度の専門的能力と豊かな学識をそなえた人材を養成する。 
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Ⅲ 鹿児島大学大学院連合農学研究科（博士課程）教育課程表 
 

科 目 

区 分 

                      受講        ○必修             受講予定年次 

科目名             単位数     講義方式    担当教員 

                   時間        ●選択         1年次 2年次  3年次

研究科

共 通 

農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）  ２   ３０  集中講義 ○ 構成大学教員 

外部講師 

○  ○ 

 

農学特別講義Ⅱ（特別セミナー）  １   １５  集中講義

                                遠隔講義システム

●

 

構成大学教員 

６連大共通 

○   ○ 

 

専 

 

 

門 

 

 

分 

 

 

野 

 

 

科 

 

 

目 

生

物

生

産

科

学 

熱帯資源・植物生産科学特別講義 １   １５  通常講義

動物資源生産科学特別講義    １  １５  通常講義

地域・国際資源経済学特別講義  １  １５  通常講義

●

●

●

専攻教員（4名） 

専攻教員（4名） 

専攻教員（4名） 

○   ○    

○  ○   

○  ○    

熱帯資源・植物生産科学特論   １   １５  集中講義

動物資源生産科学特論      １  １５  集中講義

地域・国際資源経済学特論    １  １５  集中講義

●

●

●

専攻教員（4名） 

専攻教員（4名） 

専攻教員（4名） 

○   ○    

○  ○   

○  ○     

応

用

生

命

科

学 

生物機能化学特別講義      １   １５  通常講義

食品機能科学特別講義      １  １５  通常講義

先端応用生命科学特別講義    １  １５  通常講義

●

●

●

専攻教員（4名） 

専攻教員（4名） 

専攻教員（4名） 

○   ○   

○  ○   

○  ○   

生物機能化学特論        １   １５  集中講義

食品機能科学特論        １  １５  集中講義

先端応用生命科学特論      １  １５  集中講義

●

●

●

専攻教員（4名） 

専攻教員（4名） 

専攻教員（4名） 

○   ○   

○  ○   

○  ○   
農

水

圏

資

源

環

境

科

学 

生物環境保全科学特別講義    １   １５  通常講義

地域資源環境工学特別講義    １   １５  通常講義

水産資源環境科学特別講義    １   １５  通常講義

●

●

●

専攻教員（4名） 

専攻教員（4名） 

専攻教員（4名） 

○   ○   

○   ○   

○   ○   

生物環境保全科学特論      １   １５  集中講義

地域資源環境工学特論      １   １５  集中講義

水産資源環境科学特論      １   １５  集中講義

●

●

●

専攻教員（4名） 

専攻教員（4名） 

専攻教員（4名） 

○   ○   

○   ○   

○   ○   

論 

 

文 

 

研 

 

究 

 

等 

 

科 

 

目 

生

物

生

産

科

学 

熱帯資源・植物生産科学特別演習 ２   ３０  個  別 

動物資源生産科学特別演習    ２  ３０ 個  別 

地域・国際資源経済学特別演習  ２  ３０ 個  別 

○

○

○

主・副指導教員 

主・副指導教員 

主・副指導教員 

○  ○ 

○  ○ 

○  ○ 

熱帯資源・植物生産科学特別研究 ６   ９０ 個  別 

動物資源生産科学特別研究    ６  ９０ 個  別 

地域・国際資源経済学特別研究  ６  ９０ 個  別 

○

○

○

主・副指導教員 

主・副指導教員 

主・副指導教員 

○   ○  ○ 

○   ○  ○ 

○   ○  ○ 

応

用

生

命

科

学 

生物機能化学特別演習      ２   ３０ 個  別 

食品機能科学特別演習       ２  ３０ 個  別 

先端応用生命科学特別演習     ２  ３０ 個  別 

○

○

○

主・副指導教員 

主・副指導教員 

主・副指導教員 

○  ○ 

○  ○ 

○  ○ 

生物機能化学特別研究      ６   ９０ 個  別 

食品機能科学特別研究       ６  ９０ 個  別 

先端応用生命科学特別研究     ６  ９０ 個  別 

○

○

○

主・副指導教員 

主・副指導教員 

主・副指導教員 

○   ○  ○ 

○   ○  ○ 

○   ○  ○ 
農

水

圏

資

源

環

境

科

学 

生物環境保全科学特別演習    ２   ３０ 個  別 

地域資源環境工学特別演習     ２  ３０ 個  別 

水産資源環境科学特別演習     ２  ３０ 個  別 

○

○

○

主・副指導教員 

主・副指導教員 

主・副指導教員 

○  ○ 

○  ○ 

○  ○ 

生物環境保全科学特別研究    ６   ９０ 個  別 

地域資源環境工学特別研究     ６  ９０ 個  別 

水産資源環境科学特別研究     ６  ９０ 個  別 

○

○

○

主・副指導教員 

主・副指導教員 

主・副指導教員 

○   ○  ○ 

○   ○  ○ 

○   ○  ○ 

広領域 

国際農学特別講義               １   １５ 集中講義 ● 各構成大学で隔年開講 

人材養成学生支援セミナー    １  １５ 集中講義 

国際ビジネス論・先端農業・グローバル環境論 

食品安全管理論・洋上実践セミナー 

●

 

 

講義は英語で実施 

外部講師(非常勤講師) 
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Ⅳ 各科目概要 
 

１．必修科目（１０単位） 

 

(1) 研究科共通科目 

科  目  名 単位 時 間 講義方法 備 考 

①農学特別講義Ⅰ（一般セミナー） ２単位 ３０時間 集中講義 （毎年１単位

を開講、１年

次及び２年次

の２回受講を

課する） 

 

概 

要 

 

構成３大学の学生が一堂に会して同時に受講する集中講義形式の講義。講師は

内部教員及び外部から選定し、分野の異なる学生が十分理解できる工夫をし、先

端的でトピック性のある内容とする。講義は英語と日本語で行い、本講義開講中

に学生による、研究発表及び情報交換アワーを設け、プレゼンテーション能力を

身に付けさせると共に博士論文作成に向けたガイダンスを行う。 

(2) 論文研究等科目  

①特別演習 ２単位 ３０時間 個別指導 （１，２年次

に受講） 
概 

要 

研究遂行および博士論文作成のために３名の指導教員による演習形式授業。研

究の立案、研究計画の実施、文献講読、学会発表、学位論文の中間発表などを含

む。 

②特別研究 ６単位 ９０時間 個別指導 （１，２，３

年次に受講）概

要 

学位論文の作成に関わる研究データの蓄積，投稿論文作成、学位論文作成 

 

 

２．選択科目（２単位以上） 

 

(1) 研究科共通科目 

科  目  名 単位 時 間 講義方法 備 考 

①農学特別講義II（特別セミナー） １単位 １５時間 集中講義 （１，２年次

に受講） 

概 

要 

全国６つの農学連合研究科が合同で行う、集中講義形式授業であり、年２回（前

期、日本語；後期、英語）開講する。SINET3による「多地点遠隔授業システム」

を活用し、６連合農学研究科が連携して、高い専門性、幅広い分野の講師を年度

毎に選定して開講する。（年２回日本語および英語で開講） 

(2) 専門分野科目 

①各専攻特別講義 １単位 １５時間 通常講義 （１，２年次

に受講） 
概 

要 

各専攻の連合講座がその人材養成プログラムに沿って個別に行う通常講義とし

て設定。講義を行うには各専攻の連合講座に属する４名の教員が１ユニットとな

り、オムニバス形式の講義を行う。 

②各専攻特論 １単位 １５時間 集中講義 （１，２年次

に受講） 概 

要 

本講義は主に社会人学生に対して行う授業科目である。社会人学生の単位取得

を円滑に図るため、本講義は集中講義形式で行い、専攻連合講座ごとに設定する。

(3) 広領域科目 

①国際農学特別講義 １単位 １５時間 集中講義  

概 

要 

国際的感覚および視野を有した人材の養成のため，英語による講義であり、日

本人教員、外国人教員、非常勤講師によって行う。 

②人材養成学生支援セミナー １単位 １５時間 集中講義 （２年次に

受講） 

概 

 

 

要 

★スペシャリスト養成のため 

熱帯・亜熱帯資源活用論（国際的な熱帯・亜熱帯の生物生産管理者を志望する

学生を対象に開講） 

先端生命科学論（最先端のバイオテクロノジストを志望する学生を対象に開講）

食品安全管理論（食の安全マネージャーを志望する学生を対象に開講） 

生態環境保護論（グローバルな環境保全指導者を志望する学生を対象に開講）
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Ⅴ 履修申請 
学生の皆さんは、選択科目について必ず履修登録を行ってください。必修科目の履修登録は事務的に行

いますので、各自での履修登録は必要ありません 

履修登録は、各自「WEBによる履修申請」（鹿児島大学ホームページから）により行います。 

  詳細は、「WEBによる履修申請の要領」（別途通知）を参照ください。  

 

 

Ⅵ 修了要件に必要な単位数 
修了要件に必要な最低修得単位は、研究科共通科目農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）２単位、論文研究

等科目特別演習２単位、特別研究６単位並び研究科共通科目農学特別講義Ⅱ（特別セミナー）、専門分野

科目特別講義・特論、広領域科目から２単位の１２単位とする。 

（履修科目については、鹿児島大学大学院連合農学研究科（博士課程）教育課程表２頁参照） 

 

 科   目 
単位／ 

1科目 
必要単位数 計 

一  

般 

学  

生 

必 

修 

研究科共通科目 農学特別講義Ⅰ（一般セミナー） ２ 

１０ 

１２ 

論文研究等科目 特別演習 ２ 

論文研究等科目 特別研究 ６ 

選 

択 

研究科共通科目 農学特別講義Ⅱ（特別セミナー） １ 
自由に組み

合わせて２

単位以上 

専門分野科目 専攻別特別講義 １ 

広領域科目 国際農学特別講義 １ 

広領域科目 人材養成学生支援セミナー １ 

社 

会 

人 

学 

生 

必 

修 

研究科共通科目 農学特別講義Ⅰ（一般セミナー） ２ 

１０ 

１２ 

論文研究等科目 特別演習 ２ 

論文研究等科目 特別研究 ６ 

選 

択 

研究科共通科目 農学特別講義Ⅱ（特別セミナー） １ 
自由に組み

合わせて２

単位以上 

専門分野科目 専攻別特論 １ 

広領域科目 国際農学特別講義 １ 

広領域科目 人材養成学生支援セミナー １ 

 

 

Ⅶ 科目の履修例 
 

選択科目は自由に組み合わせて２単位以上修得するようにしてください。 

   

（例） 

Aさん： 農学特別講義Ⅱ（特別セミナー） １単位  

 専攻別特別講義 １単位  計 ２単位 

 

Bさん： 専攻別特別講義 １単位   

 国際農学特別講義  １単位 計 ２単位   

    

Cさん（社会人）： 

                

専攻別特論  

専攻別特論 

１単位 

１単位   

 

計 ２単位 
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Ⅷ 成績評価について 
   成績評価は次の5段階評価で行われます。 

  

 秀 

 優 

 良 

 可 

 不可 

 ９０～１００点 

 ８０～ ８９点 

 ７９～ ７０点 

 ６０～ ６９点 

０～  ５９点 

    「秀」、「優」、「良」、「可」を合格とし、単位が認定されます。  

       「不可」は不合格とし、成績表には表示されますが、成績証明書には表示されません。 

    

＊各シラバスに記載の評価の方法により、成績評価が行われます。 

 

 

Ⅸ 読替について 
平成２０年度以前の入学者に係る一般セミナー及び特別セミナーについては、下記のとおり読み替えます

ので履修にあたってはご留意ください。 

    

科 目 単位  科 目 時 間 

農学特別講義Ⅰ（一般セミナー) １単位 → 一般セミナー １５時間 

     

科 目 単位  科 目 時 間 

各連合講座特別講義 １単位 → 特別セミナー  １２時間 

各連合講座特論 １単位 → 特別セミナー  １２時間 

農学特別講義Ⅱ（特別セミナー） １単位 → 特別セミナー  １２時間 

国際農学特別講義 １単位 → 特別セミナー  １２時間 

人材養成学生支援セミナー １単位 → 特別セミナー  １２時間 
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Ⅰ. The United Graduate School of Agricultural Science, Kagoshima University 
 
Our school 
Established through the cooperation of teaching staff members and research facilities of Saga 
University, the University of the Ryukyus and Kagoshima University, the United Graduate School is an 
independent institution a offering a doctoral programme on agricultural and fisheries development and 
training in environmentally sound and stable food production and technical innovation. Our school 
aims to produce highly competent and educated researchers, mainly in the production and use of 
resources from temperate to tropical zones, but also in international agricultural and fishery science, 
environmental agricultural and fishery science and advanced bioscience. Moreover, we have set a goal 
of becoming the core institution for agricultural education research in East Asia by accepting mature 
and foreign students, especially from China and South East Asia. 
 
Our educational principles 
The United Graduate School is unique in offering a course that covers both agricultural and fishery 
science. This enables our students to acquire both breadth and depth in their understanding of both 
fields which will enhance your employment chances at universities, research institutes and companies 
once you have graduated.  
 
Special features  
(1) Our students study under one main supervisor supported by two secondary supervisors. 
(2) On the programme, students are required to earn 12 or more academic credits to qualify to be able 
to submit a doctoral thesis. Among them, a total of 10 credits are mandatory courses, including: 
Agriculture I (2 credits), Thesis Research (6 credits) and Thesis Seminar (2 credits) from the student’s 
area of expertise. Students should earn 2 or more academic credits from Agriculture II, Course Lecture, 
and general subjects. 
(3) Students are able to use facilities at any of the universities for their research.  
 
II . Our goals in human resource development 
We educate students to acquire advanced professional competence and thorough scholarship in 
biological production, bioscience and development, and the utilization and preservation of biological 
resources.  
 
Science of Bioresource Production 
This Course aims to develop highly skilled human resources through professional education in the following 
areas: improvement of agricultural productivity, utilization of tropical and subtropical bioresources, 
agricultural and marine product distribution and its related international policy, building of food production 
systems, development of new strains of crops and effective methods of livestock production, with a view to 
contributing to the development of the agricultural and fishery industries. 
Biological Science and Technology 
This Course fosters human resources with high professional abilities and knowledge by offering specialty 
education in the areas of biological resources utilization, effective utilization of unused resources and waste 
substances, development of research into functions of foods, food safety management, food and health, 
advanced bioscience and biotechnology, and research into biological functioning from molecular to the 
individual level. 
Resources and Environmental Science of Agriculture, Forestry and Fisheries 
This Course fosters individuals with superior professional knowledge, by providing specialty education in 
the areas of environmental improvement and management in agricultural and fishery zones, streamlining 
food transportation and improving food production, enabling the survival mechanism of agricultural crops, 
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environmental conservation and resource management in forestry and fishery zones. 
III. Curriculum  

Subject 
Classification 

Subject Name Credits Hours Style 
Required 
/Elective 

Year  

1 2 3
Core  

Subjects 
Agriculture I (General Seminar) 2 30 Intensive  Required * *  
Agriculture II (Special Seminar) 1 15 Intensive  Elective * *  

C
ourse Subjects 

Science of B
ioresource Production

Tropical Bioresource and Plant Resource 
Production Lecture 

1 15 Regular  Elective * *  

 Animal Resource Production Lecture 1 15 Regular  Elective * *  
Regional and Global Resource Economics 

Lecture 
1 15 Regular  Elective * *  

Tropical Bioresource and Plant Resource 
Production Intensive Lecture  

1 15 Intensive  Elective * *  

Animal Resource Production Intensive 
Lecture 

1 15 Intensive  Elective * *  

Regional and Global Resource Economics 
Intensive Lecture 

1 15 Intensive  Elective * *  

B
iological Science and 

Technology 

Bioscience and Biotechnology Lecture 1 15 Regular  Elective * *  
Food Science and Nutrition Lecture 1 15 Regular  Elective * *  

Advanced Life Science Lecture 1 15 Regular  Elective * *  
Bioscience and Biotechnology Intensive 

Lecture 
1 15 Intensive  Elective * *  

Food Science and Nutrition Intensive 
Lecture 

1 15 Intensive  Elective * *  

Advanced life Science Intensive Lecture 1 15 Intensive  Elective * *  

R
esources and E

nvironm
ental Science 

of A
griculture, Forestry and Fisheries

Environmental Sciences and Conservation 
Biology Lecture 

1 15 Regular  Elective * *  

Regional Resource Environment 
Engineering Lecture 

1 15 Regular  Elective * *  

Fisheries Science on Resources and 
Environments Lecture 

1 15 Regular  Elective * *  

Environmental Sciences and Conservation 
Biology Intensive Lecture 

1 15 Intensive  Elective * *  

Regional Resource Environment 
Engineering Intensive Lecture 

1 15 Intensive  Elective * *  

Fisheries Science on Resources and 
Environments Intensive Lecture 

1 15 Intensive  Elective * *  
Thesis R

esearch Subjects 

Science of B
ioresource 

Production 

Tropical Bioresource and Plant Resource 
Production Seminar 

2 30 Tutorial Required * *  

Animal Resource Production Seminar 2 30 Tutorial Required * *  
Regional and Global Resource Economics 

Seminar 
2 30 Tutorial Required * *  

Tropical Bioresource and Plant Resource 
Production Research 6 90 Tutorial Required * * *

Animal Resource Production Research 6 90 Tutorial Required * * *
Regional and Global Resource Economics 

Research 
6 90 Tutorial Required * * *

B
iological 

Science and 
Technolo gy 

Bioscience and Biotechnology Seminar 2 30 Tutorial Required * *  
Food Science and Nutrition Seminar 2 30 Tutorial Required * *  

Advanced Life Science Seminar 2 30 Tutorial Required * *  
Bioscience and Biotechnology Research 6 90 Tutorial Required * * *
Food Science and Nutrition Research 6 90 Tutorial Required * * *
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Advanced life Science Research 6 90 Tutorial Required * * *

 

Subject 
Classification 

Subject Name Credits Hours Style 
Required 
/Elective 

Year  

1 2 3

Thesis R
esearch Subjects 

R
esources and E

nvironm
ental Science 

of A
griculture, Forestry and Fisheries

Environmental Sciences and Conservation 
Biology Seminar 

2 30 Tutorial Required * *  

Regional Resource Environment 
Engineering Seminar 

2 30 Tutorial Required * *  

Fisheries Science on Resources and 
Environments Seminar 

2 30 Tutorial Required * *  

Environmental Sciences and Conservation 
Biology Research 

6 90 Tutorial Required * * *

Regional Resource Environment 
Engineering Research 

6 90 Tutorial Required * * *

Fisheries Science on Resources and 
Environments Research 

6 90 Tutorial Required * * *

General 
subjects 

International Agricultural Science 1 15 Intensive  Elective    
Human Resource Development Seminar 

 
1 15 Intensive  Elective    

International Business Theory, Frontier 
Life Science, Global Environment Theory, 
Advanced Food Science and Management, 
Marine Training 
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IV. Course Outlines 
1. Required courses (10 credits) 
(1) Core Subject 

Subject Credits Number of Hours Method of Lecture Notes 
(i) Agriculture Science I  2 30 Intensive lecture One credit is held every 

year; therefore students are 
required to take this subject 
in their first and second 
years. 

Outline Intensive lectures with students from the three allied 
universities and internal and external lecturers. Lectures are 
cutting-edge and topical and are designed to be 
understandable for students from different academic fields. 
They are given in both Japanese and English. Students have 
opportunity to improve the quality of their presentations and 
receive guidance on their doctoral thesis through presenting a 
research paper and exchanging information.    

 
(2) Thesis Research Subjects 

Subject Credits Number of Hours Method of Lecture Notes 
(i) Seminar 2 30 Individual tutorial Students are required to 

take this subject in their 
first and second years. 

Outline Students are taught by their three supervisors to conduct 
research and prepare their doctoral thesis. This includes 
including research planning, conducting research programs, 
reading literature data, conference presentations and interim 
report of academic dissertation.  

(ii) Research 6 90 Individual tutorial Students are required to 
take this subject in their 
first and second years. 

Outline Research data accumulation, paper and thesis writing. 

 
2. Elective courses (more than 2 credits) 
(1) Core Subject 

Subject Credits Number of Hours Method of Lecture Notes 
(i) Agriculture Science II  1 15 Intensive lecture Students are required to 

take this subject in their 
first and second years. 

Outline Intensive lecture conducted jointly by lecturers from the six 
united graduate schools. Starts twice a year (first semester in 
Japanese, second semester in English). The lectures are given 
through the multipoint remote teaching system SINET 3.  

 
(2) Course Subjects 

Subject Credits Number of Hours Method of Lecture Notes 
(i) Lecture 1 15 Regular lecture Students are required to 

take this subject in their 
first and second years. 

Outline Lectures are conducted by a rotation of four professors.  

(ii) Intensive Lecture 1 15 Intensive lecture Students are required to 
take this subject in their 
first and second years. 

Outline This intensive lecture is conducted on each course mainly for 
students who also have a full-time job to facilitate studies.  

(3) General Subjects  
Subject  Credits  Number of Hours Method of Lecture Notes 

(i) International 
 Agriculture Science 

1 15 Intensive lecture  

Outline Lecture for cultivating internationally-minded graduates, given 
in English. Conducted by Japanese professors, non-Japanese 
professors and part-time lecturers. 

 

(ii) Human Resource 
Development Seminar 

1 15 Intensive lecture Students are required to 
take this subject in their 
second year. Outline We offer the following subjects for educating specialists: 

-Advanced Application of Tropical and Subtropical Resources 
for students who want to be internationally active production 
managers of tropical and subtropical bioresources 
-Frontier Life Science for students who want to be come 
biotechnologists 
-Advanced Food Science and Management for students who 
want to become food safety managers 
-Advanced Environmental Science Conservation for students 
who want to become internationally active leaders in 
environment preservation 
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V. Registration 
Students must register all elective subjects. You do not need to register for required subjects as this will be done for you. 

Registration is done through Web Registration on the Kagoshima University website. Refer to the separately distributed “Web 

Registration Procedure” for further information. 

 

VI. Number of credits required for graduation 
The minimum number of credits required for graduation is Agriculture Science I (2 credits), the thesis seminar (2 credits), the 

thesis research (6 credits) and 2 credits or more from Agriculture Science II, the course lecture, and general subjects. (Refer to 

page 2, Curriculum of the United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University (doctoral course) for further 

information) 

 
 Subjects Credits/ 

1 Subject 
Required Number

of Credits Total

Full-time 
 

Students 

Required 
Subjects 

Common Subjects Agriculture I  2 
10 

12 

Thesis Research Subjects Seminar 2 
Thesis Research Subjects Research 6 

Elective 
Subjects 

Core Subjects Agriculture II  1 
Two or more  

academic credits
 combined freely

Course Subjects Lecture 1 
General Subjects International Agriculture Science 1 

General Subjects Human Resource Development 
Seminar 1 

Part-time 
 

Students 

Required 
 Subjects 

Core Subjects Agriculture I 2 
10 

12 

Thesis Research Subjects Seminar 2 
Thesis Research Subjects Research 6 

Elective 
Subjects 

Core Subjects Agriculture II  1 
Two or more  

academic credits
combined freely 

C0urse Subjects Lecture 1 
General Subjects International Agriculture Science 1 

General Subjects Human Resource Development 
Seminar 1 
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VII. Registration example 
Students are required to earn 2 and more academic credits freely from elective subjects.  

Example:  

Student A Agriculture II  1 credit  

 Lecture 1 credit Total of 2 credits 

Student B Lecture 1 credit  

 
International Agriculture 

Science 
1 credit Total of 2 credits 

Student C 
(Student with a full-time 
job) 

Lecture  1 credit  
Lecture  1 credit Total of 2 credits 

 
VIII. Evaluation 
Achievement is evaluated on a 5-point scale. 
 

A (Excellent) 90-100 points 
B (Good) 80-89 points 
C (Fair) 70-79 points 
D (Pass) 60-69 points 
E (Failed) 0-59 points 

 
*Achievement evaluation is graded according to the evaluation method described in the syllabus. 
 
IX. Subjects changes  
The following changes have been made to credit names and requirement, please refer to the 
table below 
 
Previously  

Now  Previously 

Name Credits  Name Hours 

Agriculture I 1 credit → General Seminar 15 hours 

Course Lecture 1 credit → Special Seminars 12 hours 

Course Intensive Lectures 1 credit → Special Seminars 12 hours 

Agriculture II 1 credit → Special Seminars 12 hours 

International Agriculture Science 1 credit → Special Seminars 12 hours 
Human Resource Development 
Seminar 1 credit → Special Seminars 12 hours 
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( )( )

21 9 18 ( )( ) ( )

21 9 18 ( )( ) ( )

21 9 18 ( )( ) ( )

21 9 18 ( )( ) ( )

21 9 18 ( )( ) ( )

21 9 18 ( )( ) ( )

21 9 18 ( )( )

21 9 18 ( )( ) ( )

21 9 18 Abul Faiz MD. Burhan Uddin ( )( ) ( )

21 9 18 ( )( ) ( )

21 9 18 ( )( ) ( )

22 3 15 LEONG Cheng Ning Abraham ( )( ) ( )

22 3 15 ( )( ) ( )

22 3 15 ( )( ) ( )

22 3 15 ( )( ) ( )

22 3 15 ( )( ) ( )

22 3 15 ( )( ) ( )

22 3 15 Md. Imranul Hoq ( )( ) ( )

22 3 15 ( )( ) ( )

22 3 15 Guttila Yugantha Jayasinghe ( )( ) ( )

22 3 15 Fajri Anugroho ( )( ) ( )

22 3 15 ( )( ) ( )

22 3 15 ( )( ) ( )

22 3 15 Roger Apuntar Luyun Jr. ( )( ) ( )

22 3 15 Kusumiyati ( )( ) ( )
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( )( )

22 3 15 Md. Yeamin Hossain ( )( ) ( )

22 3 15 Asda Laining ( )( ) ( )

22 3 15 Kyaw Kyaw ( )( ) ( )

22 3 15 Nathaniel C. Añasco ( )( ) ( )

22 3 15 Ralandison, Tsilavo ( )( ) ( )

22 3 15 ( )( )  

22 3 15 ( )( )  

22 3 15 ( )( )
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( )( )

21 9 18 ( ) ( ) ( )

21 9 18 ( ) ( ) ( )

21 9 18 ( ) ( ) ( )

21 9 18 Ricardo Pamittan Babaran  ( )( ) ( )

22 3 15 ( ) ( ) ( )

22 3 15 ( ) ( ) ( )

22 3 15 ( ) ( ) ( )

22 3 15 ( ) ( ) ( )

22 3 15 ( ) ( ) ( )

22 3 15 Chairul ( )( ) ( )

22 3 15 ( ) ( ) ( )

22 3 15 ( )( ( )

    147
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平成２１年度学位取得者（課程博）就職状況 
 

職種別 
  職  種 人  数 

大学教員 7 (21.2%) 

研究所・団体等研究員 4 (12.1%) 

民間企業研究員（職） 6 (18.2%) 

その他（含む研究生等） 14 (42.4%) 

自 営 0 (0.0%) 

未定（含む調査中） 2 (6.1%) 

計 33 (100.0%) 

 
就職先等 
長崎県農林技術開発センター,佐賀大学農学部特定研究員,宮崎大学農学部獣医学科,University 

of Pittsburgh,理化学研究所発生・再生科学総合研究センター,タカラバイオ株式会社,鹿児島大

学大学院連合農学研究科研究生,鹿児島大学大学院医歯学総合研究科腫瘍学講座人体がん病理学

プロジェクト研究員,鹿児島大学大学院農学研究科特定学術研究員,東洋ツール工業株式会社,ユ

ナイテッドワールドテクノロジー株式会社,タンポポ産業株式会社,株式会社日本海洋生物研究

所,鹿児島大学大学院農学研究科特定学術研究員,中国 雲南農業大学,佐賀大学特別研究員,鹿

児島純心女子大学,University of Chittagong,株式会社 NHK 文化センター,Faculty of 

Agriculture, University of Ruhuna,宮崎大学,日本学術振興会特別研究員,Collage of 

Engineering and Agro-industrial Technology, University of the Philippines Los Banos,

琉球大学農学部協力研究員,University of Rajshahi,Researach Institute for Coastal 

Aquaculture Ministry of Fisheries and Marine Affairs Indonesia,Aquaculture Division, 

Department of Fisheries, Ministry of Livestock and Fisheries, Myanmar,Institute of Marine 

Fisheries and Oceanology Collage of Fisheries and Ocean Sciences University of the 

Philippines Visayas,佐賀大学農学部特定研究員,佐賀県玄海水産振興センター, 
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代 議委員会委員名簿

Ａ 任期 平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日（継続）

Ｂ 任期 平成２２年４月１日～平成２４年３月３１日（新任）

専 攻 連合講座等 所 属 大 学 氏 名

連合農学研究科長 鹿児島大学（農） 菅 沼 俊 彦
すが ぬ ま と し ひ こ

研究科長補佐 鹿児島大学（農） 杉 元 康 志
すぎ も と や す し

熱帯資源・植物

生産科学 鹿児島大学（農） Ａ 岩 井 純 夫
い わ い す み お

動物資源生産

生 物 生 産 科 学 科学 琉球大学（農） Ｂ 砂 川 勝 徳
すながわ かつのり

地域・国際資源

経済学 佐賀大学（農） Ｂ 小 林 恒 夫
こばやし つ ね お

生物機能化学 鹿児島大学（農） Ａ 伊 藤 清
い と う きよし

応 用 生 命 科 学 食品機能科学 琉球大学（農） Ｂ 高 野 良
た か の り よ う

先端応用生命科学 佐賀大学（農） Ａ 渡 邉 啓 一
わたなべ けいいち

生物資源保全科学 佐賀大学（農） Ａ 井 上 興 一
いのうえ こういち

農水圏資源環境科学 地域資源環境工学 琉球大学（農） Ａ 井 上 章 二
いのうえ しようじ

水産資源環境科学 鹿児島大学（水産） Ａ 大 富 潤
おおとみ じゆん

鹿児島大学（農） Ｂ 津 田 勝 男
つ だ か つ お

講 座 外

鹿児島大学（水産） Ｂ 山 本 淳
や ま も と あつし
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平成２２ 年度 年間行事予定表   
                                     
                                                                                                                （鹿児島大学大学院連合農学研究科） 
 
 年 月 日 

 
               行 事                   

 
               備 考                    

 
平成２２年 
  ４．１２(月)  
    〃 
     〃 
 
 

 
 
 連合農学研究科入学式（１１：００） 
 連合農学研究科オリエンテ－ション 
 代議委員会（第７４回） 
 
 

 
  
 
 入学料・授業料免除（前期）申請 
 特別セミナー開講予定調べ                  
 学籍簿等の作成 
 ｢Newsletter 第30号」原稿依頼               

 
  ５．２１(金)  
   
 
 

 
 代議委員会（第７５回）    ［琉球大学担当］ 
 
  
 

 
 研究科教員候補者推薦依頼(Ｄ准教授を含む)（〆切  7. 5） 
 特別セミナ－受講希望調査→受講予定者の通知 
 前期学位論文（論博含む）提出              （〆切 5.31)  出願
資格認定申請受付→審査→報告→通知 

 
  ６． ３（木） 
 ～  ４（金） 
  ６．１１(金) 
 
  ６．１６（水） 
 ～ １８（金） 

 
 平成２２年度第１回全国連合農学研究科協議会（当番 東京農工大学） 
 
 代議委員会（第７６回）   ［鹿児島大学水産学部担当］ 
               学位論文の受理及び審査委員会委員の選出 
 平成２２年度前期連合一般ゼミナール（日本語）（当番 愛媛大学） 
 

 
 
 
 
 学位論文審査・最終試験等結果報告          （〆切  8.20） 
 秋季入学願書受付                          （6.21～6.25) 
 

 
 
 
  ７．１６(金) 

 
 学位論文審査委員会 
 学位論文「公開審査会」・・・１週間前までに公示 
 代議委員会（第７７回）           

 
  
  
 授業料免除（後期）申請 

 
  ８ 月 
 

 
  
  

 
  
  

 
  ９．  ２(木)  
      〃 
       〃 
       〃 
       〃 
       〃 
        
  ９．  ３(金)  
      
       〃 
 
 
  ９．  ７(火) 
９．１４(火) 

  ９．１７(金) 

 
 秋季入試説明会              入試実施方法 
 秋季入学試験・入試委員会  入試合否判定  
 代議委員会（第７８回）      教員候補者資格審査の付託(Ｄ准教授を含む) 
 専攻教員会議（第１回）    教員資格審査委員会の設置(Ｄ准教授を含む) 
 教員資格審査委員会(Ｄ准教授を含む) 
 専攻教員会議（第２回）      教員候補者資格審査結果（報告） 
 
 代議委員会（第７９回）   学位論文審査結果 
                             教員資格審査判定 
 研究科教授会（第１３回）    入試合否判定 
               学位論文の合否判定 
                             教員資格審査判定  
 秋季合格発表 
 秋季入学手続き（～１６日） 
 学位記授与式 

 
 
 
 
 
  
                 
 
 
  
 
 学位授与申請→授与の可否決定（学長） 
 
 秋季合格通知書・入学手続き案内の発送 
 
 「Newsletter 第30号」発行予定 

 
１０． １(金) 
       〃 
       〃 

 
 秋季入学式   
 オリエンテーション 
 代議委員会（第８０回）     

 
 学生募集要項発表                          （下旬） 
 
 後期学位論文（論博）提出         （〆切10.22) 

 
１１． ４(木) 
   ～ ５（金） 
１１．１０(水) 
  ～１２(金) 
      １２（金） 
１１．１５（月） 
１１．１７（水） 
    ～１９（金） 

 
 平成２２年度第２回全国連合農学研究科協議会（当番 岩手大学） 
  
 農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）実施  ［佐賀大学担当］ 
  
 代議委員会（第８１回）          ［佐賀大学担当］ 
 第一次選挙管理委員会 
 平成２２年度後期連合一般ゼミナール（英語）（当番 鹿児島大学） 
 

 
 研究科教員(Ｄ准教授(特例))候補者推薦依頼（〆切 1. 6） 
  
 
 
 
 
 
 

 
１２． ９（木） 
 
１２．１７(金) 
 

 
 第一次選挙 
  
 代議委員会（第８２回）   学位論文の受理及び審査委員会委員の選出 
                             次期代議委員の調整 

 
 
 後期学位論文（課程博）提出           （〆切12.6） 
 出願資格認定申請受付→審査→報告→通知 
 学位論文審査・最終試験結果報告            （〆切 1.31) 

 
平成２３年 
 
 
  １．１４(金)  
      〃 

 
 学位論文審査委員会 
 学位論文「公開審査会」・・・１週間前までに公示 
 
 代議委員会（第８３回）    教員候補者(Ｄ准教授(特例))資格審査の付託 第二
次選挙管理委員会 

 
 入学願書受付                              （1.4～1.7) 
 
 
 
 

 
 ２． ４(金) 
 
  ２． ８ (火)
２．  ９ (水) 

  ２．１７ (木) 
    ～１８ (金) 
  ２．１８ (金) 
       〃 
 
  ２．２２(火) 

 
 代議委員会（第８４回）   学位論文審査結果 
                             次期代議委員の決定 
入試説明会             入試実施方法 
第二次選挙 
入学試験                     
 
 入試委員会                  合否判定 （午前） 
 研究科教授会（第１４回）   合否判定  （午後） 
                             学位論文の合否判定 
 合格発表 

 
                                         
 
  
 
 
 
 
 学位授与申請→授与の可否決定（学長） 
 
 合格通知書・入学手続き案内の発送 

 
  ３．  ４(金) 
  ３．    (  ) 
  ３． ７(月) 
 

 
 代議委員会（第８５回） 
 学位記授与式（午後） 
 入学手続き（入学料免除申請等）（～１０日） 
 

 
 兼職申請書等作成 
 秋季入学募集要項（１０月コース）発表      （中旬～下旬） 
 教育研究指導計画書・職務内容調書等の作成依頼 
 

  ※  委員会等の日程については、都合により変更することがあります。 
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平成２１年度連合農学研究科活動記録                  
4月 10日(金)  

      〃 
 5月 22日(金) 
   〃 
   〃 
6月 4日(木)～5日(金) 
6月 12日(金) 
   〃 
   〃 
6月 17日(水)～19日(金) 

 7月 10日(金) 
7月 17日(金) 
  〃 
   〃 
7月 31日（金） 
8月 3日(月) 
9月  3日(木) 
   〃 
   〃 
   〃 
9月  4日(金) 
   〃 
9月  8日(火) 
9月 18日(金) 

10月  2日(金) 
   〃 
   〃 
11月  5日(木)～ 6日(金) 
11月  9日(月)～11日(水) 
 
11月 12日(木) 
11月 18日(水)～20日(金) 
12月 18日(金) 
   〃 
   〃 
   〃 
1月 15日(金) 
  〃 

2月  5日(金) 
2月 18日(木) 
2月 19日(金) 
   〃 
2月 23日（火） 
3月  5日(金) 
  〃 
  〃 
  〃 
3月 15日(月) 
  〃 

平成 21年度連合農学研究科入学式 
第 61回代議委員会 
第 62回代議委員会 
第 1回入学試験検討委員会 
第 1回教務委員会 
平成 21年度第１回全国連合農学研究科協議会（東京農工大学担当）
第 63回代議委員会（鹿児島大学水産学部で開催） 
第 1回ファカルティ・ディベロップメント委員会 
第 2回入学試験検討委員会 
平成 21年度前期連合一般ゼミナール(日本語)  
第 5回連合農学研究科構成大学事務会議 
第 64回代議委員会（佐賀大学で開催） 
第 3回入学試験検討委員会 
第 2回教務委員会 
平成 21年度連合農学研究科構成大学事務連絡会 
第 65回代議委員会（メール会議） 
秋季入学試験説明会 
秋季入学試験 
入学試験委員会 
第 66回代議委員会 
第 67回代議委員会 
第 11回研究科教授会 
秋季合格発表 
平成 21年度連合農学研究科学位記授与式(前期) 
平成 21年度連合農学研究科秋季入学式 
第 3回教務委員会 
第 68回代議委員会 
平成 21年度第 2回全国連合農学研究科協議会（鳥取大学担当） 
平成 21 年度大学院連合農学研究科(博士課程)農学特別講義Ⅰ(一般
セミナー) 

第 69回代議委員会 
平成 21年度後期連合一般ゼミナール(英語) （当番校：愛媛連大）
第 4回入学試験検討委員会 
第 4回教務委員会 
第 2回ファカルティ・ディベロップメント委員会 
第 70回代議委員会 
第 5回入学試験検討委員会 
第 71回代議委員会 
第 72回代議委員会 
入学試験 
入学試験委員会 
第 12回研究科教授会 
合格発表 
第 6回入学試験検討委員会 
第 5回教務委員会 
第 3回ファカルティ・ディベロップメント委員会 
第 73回代議委員会 
平成 21年度鹿児島大学大学院連合農学研究科構成法人連絡調整委員会
平成 21年度鹿児島大学大学院連合農学研究科後期学位記授与式 
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退職・転出等教職員名簿（２１．４．１～２２．３．３１） 
 

                                                                                             

 異動年月日 氏  名 在職時の職名 異動内容 

２２． ２．２２ 

２２． ３．３１ 

２２． ３．３１ 

２２． ３．３１ 

２２． ３．３１ 

２２． ３．３１ 

２２． ３．３１ 

２２． ３．３１ 

２２． ３．３１ 

２２． ３．３１ 

 

 

守田 和夫 

 

田中  明 

 

  川村 軍蔵 

 

  永松 哲郎 

 

  中 村 薫 

 

  宜保 清一 

 

  新里 孝和 

 

  仲田  正 

 

  安田 正昭 

 

  東江  栄 

鹿児島大学農学部  教 授 

佐賀大学農学部   教 授 

 

 鹿児島大学水産学部 教 授 

  

鹿児島大学水産学部  教 授 

   

鹿児島大学水産学部  教 授 

   

琉球大学農学部   教 授 

 

琉球大学農学部   教 授 

 

琉球大学農学部   教 授 

 

琉球大学農学部   准教授 

佐賀大学農学部  准教授 

 

 

死   亡 

 

定 年 退 職 

 

定 年 退 職 

 

定 年 退 職 

 

定 年 退 職 

 

定 年 退 職 

 

定 年 退 職 

 

定 年 退 職 

 

定 年 退 職 

 

     転   出 
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◇事務局だより 

 
 
                             

鹿児島大学農学部連合大学院学務係長  
                                   郡山 茂 
 
 
平成２２年４月１日付けで医学部・歯学部附属病院医務課医療福祉係から異動してまい

りました。 
 以前、平成７年から平成９年にかけて農学部会計係に３年間在籍時に連合大学院の物品

購入手続きに若干お手伝いさせて頂きました。 
 今回、縁あって連合大学院に勤務することになりましたが、連合大学院独自の行事等に

戸惑う毎日で、構成大学である佐賀大学、琉球大学、鹿児島大学水産学部の先生方や事務

担当者に多大なるご迷惑をお掛けしている状況でありますが、一刻も早く独り立ちして、

関係教職員の方々に信頼される事務員を目指して頑張ってまいりますので、皆様方のご指

導、ご鞭撻の程、宜しくお願いします。 
 また、留学生の皆さん、学務係に気軽に立ち寄って下さい。きっと、みなさんに役立つ

情報が提供されますよ。 
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代議委員会委員・連合大学院事務職員メールアドレス一覧表  

 
        

所  属 氏   名 E-Mailアドレス 

連合農学研究科長  

連合農学研究科長補佐  

菅 沼
すがぬま

 俊 彦
としひこ

 

杉 元
すぎもと

 康
やす
志
し
 

rendean@ml .agr i .kagosh ima-u .ac . jp  

yasush i@chem.agr i .kagoshima-u .ac . jp

佐 賀 大 学 

井 上
いのうえ

 興 一
こういち

 

小 林
こばやし

 恒夫
つねお

 

渡 邉
わたなべ

 啓 一
けいいち

 

subal@cc.saga-u.ac.jp 

kobatune@cc.saga-u.ac.jp 

watakei@cc.saga-u.ac.jp 

鹿児島大学農学部 

岩 井
い わ い

 純 夫
す み お

 

伊 藤
い と う

  清
きよし

 

津 田
つ だ

 勝 男
か つ お

 

smoiwai@agri.kagoshima-u.ac.jp 

ito-k@chem.agri.kagoshima-u.ac.jp 

ktsuda@agri.kagoshima-u.ac.jp 

鹿児島大学水産学部 

大 富
おおとみ

   潤
じゆん

 

山 本
やまもと

   淳
あつし

 

ohtomi@fish.kagoshima-u.ac.jp 

ayam@fish.kagoshima-u.ac.jp 

琉 球 大 学 

井 上
いのうえ

 章 二
しようじ

  

高 野   良
た か の  り よ う

 

砂 川
すながわ

 勝 徳
かつのり

 

inoue416@agr .u-ryukyu.ac . jp  

takano@agr.u-ryukyu.ac.jp 

b986094@agr.u-ryukyu.ac.jp 

宮崎大学農学部(連絡員) 三浦
みうら

 知 之
ともゆき

 miurat@cc.miyazaki-u.ac.jp 

鹿児島大学農学部事務長 
稲
いな
葉
ば
 成
なる
人
と
 aochief@farm.agri.kagoshima-u.ac.jp 

連合大学院事務長代理 

連合大学院総務係長 

〃  総務係員 

連合大学院学務係長 

〃  学務係員 

中
なか
園
ぞの
 陽 一 郎
よういちろう

 

野
の
村
むら
 浩
ひろ
史
し
 

福之上
ふくのうえ

 天代子
て よ こ

 

郡
こおり

山
やま
 茂
しげる

 

石
いし
川
かわ
 まゆみ 

rendairi@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

rensome@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

rensome@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

rengaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

rengaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp 
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◇編集後記 

 
 
                             

Newsletter 編集長  
                                   杉元康志 
  
鹿児島大学大学院連合農学研究科ニューズレター３０号を刊行することが出来、執筆に

ご協力頂きました、先生方々、学生諸君に感謝申し上げます。特に、退職された先生、新

旧の代議委員の先生方々には連大への思いを綴って頂き、充実した３０号になっています。

編集にあたり、連大事務職員の方に多大なるご協力を頂きました。 
 改組後２年目ということで専攻、連合講座の名称が変更になり、旧課程とは異なり、多

くの科目が設定され学生諸君には混乱を与えているかと思いますが、興味ある科目をでき

るだけ多く受講して、大きな力にしてください。多地点遠隔講義システム SINET 3 の導入
より３大学で共通で受講できる講義を今後、増やしていく予定です。 また、国際農学特論
や人材養成学生支援セミナーは専門知識や研究に直結する内容とは異なり、学生諸君の今

後の進路や研究者としての行き方に役に立つものとして活用できるものです。大いに活用

してください。 
 連大には入学定員を超える学生が入学し、学位取得のために日夜頑張っていますが、こ

れを支える教員も色々な社会情勢の変化に対応しながら努力を重ねています。連大がこれ

からも魅力ある博士課程として発展していくかはこれまで以上の工夫と教員の意識にかか

っています。第二期中期計画・中期目標が始まりましたが、毎年毎年の計画に従って、実

績を積んでいくことが連大の維持・発展に不可欠であると思いますので、皆様のご協力を

宜しくお願いいたします。 
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