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アジア研究教育拠点事業 

平成２３年度 実施報告書 
 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 東京海洋大学 

（ タ イ ） 拠 点 機 関： カセサート大学 

 

２．研究交流課題名 

（和文）： 安心・安全な養殖魚介類の生産技術とリスク管理法開発に関する研究      

                   （交流分野：水産学           ）  

（英文）： Development of new bio-technology for aquaculture and risk management of 

aquaculture products  

                   （交流分野：Fisheries Science         ）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://www.kaiyodai.ac.jp/exchange/asia/ 

 

３．開始年度 

平成２２年度（  2 年目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：東京海洋大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長 松山優治 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：海洋科学技術研究科 教授 廣野育生 

 協力機関：北海道大学、東北大学、東京大学、京都大学、広島大学、宮崎大学、独立行

政法人水産大学校、日本獣医生命科学大学 

 事務組織：総務部国際・研究協力課 国際協力係 

 

相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

（１）国（地域）名：タイ 

拠点機関：（英文）Kasetsart University 

      （和文）カセサート大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）  

Faculty of Fisheries・Assosiate Professor・Nontawith Areechon 

 協力機関：（英文）Chulalongkorn University, Walailuk University, National Center for Genetic 

Engineering and Biotechnology, Department of Fisheries, Mahidol University, 

Maejo University, Ubon-ratchtanee University, Chiang Mai University, 
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Khon Kaen University, Prince of Songkla University, King Mongkut’s 

Institute of Technology Ladkrabang 

（和文）チュラロンコン大学、ワライラック大学、国立バイオテクノロジーセ

ンター、タイ水産庁、マヒドン大学、メージョー大学、ウボンラッチ

ャナティー大学、チェンマイ大学、コンケン大学、プリンスオブソン

クラ大学、モンクット王技術大学ラドクラバング校 

 経費負担区分：パターン１ 

 

５．全期間を通じた研究交流目標 

 21世紀は20世紀末から始まった人口増加が進み、2050年頃には現在の1.5倍の人口になる

ことが予測されている。国際連合食糧農業機関（FAO）等の国際機関等では、このまま人

口増加が進むと現在の食糧生産量では間に合わないと予想し、食糧の増産が必要であると

され、養殖による食糧増産が期待されている。そこで、考えられるのがバイオテクノロジ

ーを駆使した食糧増産もしくは、現在起こっている食糧増産のための問題点（微生物感染

症による被害）を克服することである。本事業では、バイオテクノロジーの技術を水産学

に反映させ、その技術を駆使することにより食糧増産を目指し、研究を展開するものであ

る。また、近年、食品の安全性確保に対する要求は、世界的に大きな流れとなっており、

日本、欧米をはじめとする食品輸入国は、様々な食品の基準を定め、それに合致すること

のみならず、生産から流通の各段階で適切な管理を行うことを要求するようになってきて

いる。養殖魚介類の生産についても例外ではなく、日本は、食糧の多くを海外に依存して

いる一方で、国産の安全性や世界的な魚食ブームを背景に、欧米への養殖生産物の輸出増

大を図ろうとしている。一方、タイを含む東南アジア各国は、養殖エビの主要な生産国で

あり、日本のみならず、EU、アメリカなどが主要な生産物の輸出相手国となっており、日

本とタイは、対EU・対米輸出という点では同じ立場で養殖生産物のリスク管理に取り組む

必要がある。また、日本はタイから多くの水産物を輸入しており、2007 年度の統計では、

タイは水産物輸入相手で中国、米国、ロシア、チリについで第5位に位置している。さらに、

海産物およびエビ類の輸入相手としてはアセアン10 カ国で、それぞれ21％と58％と共に第

1 位であり、東南アジア諸国が日本の水産物供給元として重要なことは明らかである。タ

イは、水産学の分野では周辺東南アジア各国に対して指導的立場にある。このことから、

水産学分野において、タイとの密接な協力関係を維持していくことは、東南アジア全体の

水産学・水産業の向上に寄与できるものと考えられる。このような背景のもと、本プロジ

ェクトでは「安心・安全な養殖魚介類の生産技術」の構築を目指し、バイオテクノロジー

を利用した水産食資源の増産のために技術開発ならびに水産食品のリスク管理技術の開発

とリスク防除技術の確立を行うこととする。 

 

６．平成２３年度研究交流目標 

 事業開始 2 年目となることから、共同研究の進捗状況と今後の発展の可能性についてコ

ーディネーターとグループリーダーが確認を行い、目標達成のために共同研究の修正等を
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行う。日本側コーディネーターはタイ側の協力研究機関を訪問し、より強固な体制構築の

ための話し合いを持つと共に新たな共同研究のパートナー発掘を行う。さらに、共同研究

において、若手を中心とした研究者交流の頻度についても検討し、必要と考えられる共同

研究については重点的に派遣あるいは受け入れを行えるようにする。共同研究の内容とし

ては、真の共同研究で且つ学術的にも、内外から評価される成果の輩出を目指す。 

 昨年度と同様に中堅以上の研究者は、講義やセミナーを通して若手研究者の育成ならび

に教育面での貢献を行う。 

 平成 22 年度は十分に実施出来なかったが、今年度は、若手研究者の国際交流の推進と育

成のためにも実質的に実験を行う若手研究者及び大学院学生の派遣受け入れを積極的に行

う。 

 共同研究では 2 年目となることから、日本とタイの研究者の共著論文の質の向上と発表

数を増加させることを目標とする。 

 

７．平成２３年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 本事業の初年度の平成 22 年度は東北大震災によりセミナーが予定通りできず、さらに、

2 年目の平成 23 年度はタイの大洪水によりセミナーが順延され、セミナーの際に共同研究

を実施しようと考えていた研究者の交流が予定通りに出来ず、交流が若干ではあるが停滞

した。しかし、これまでの 2 年間で両国の拠点大学と協力機関に属する研究者や大学院学

生の交流は順調に進み、研究協力体制の基盤は概ね確立出来たと考えている。 

 研究実施にあたっては、タイ側研究者が独自の研究課題を設定し自国の研究予算を獲得

する中で、日本側研究者が適宜助言、協力を行う体制も整ってきている。タイ側研究者の

自立性が醸成されてきている。また、日本で行うことが難しい魚種での実験をタイ側研究

者が主体となって実施すること、それによって得られた成果を日本側がさらに活用するな

ど、相補的に研究を実施する体制が構築されてきている。 

 

７－２ 学術面の成果 

 共同研究においては、バイオテクノロジーを駆使した共同研究を進展出来ており、目標

達成に向けて共同研究のためのプラットホームは出来、研究は順調に進んでいる。特に、

ウシエビの遺伝子発現プロファイリングを網羅的に行うための cDNA マイクロアレイを構

築することが出来た。さらに、遺伝子工学的手法によりエビ類感染症の迅速診断技術開発

が出来、将来の実用化に繋がる成果を得ることが出来た。 

 養殖魚介類のリスク管理技術開発に関する研究では、世界的に問題となったメラミンの

毒性評価を養殖対象魚種で行った。ほ乳類ではメラミンの毒性として腎臓におけるメラミ

ンシアヌレートによる結石の形成が知られているが、魚類では、結石を生じるメラミン含

有量がほ乳類に比べると高いが、腎臓以外の広範な臓器に結石を生じる可能性が示唆され、

化学物質のリスク管理は食品の安全性を考慮した安全性評価にとどまらず、養殖対象魚種
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に対するリスク評価を行うことが重要であることが再認識された。これはロイコマラカイ

トグリーンについても同様である。養殖魚介類の感染症制御技術の開発として、いくつか

の成果を得られた。プロバイオティクス乳酸菌のティラピアの免疫系に及ぼす影響につい

て､これまで研究例が少なかった消化管粘液細胞および腸管免疫に及ぼす有益な効果を明

らかにすることができた。水産食品のリスク管理技術の開発等の共同研究においては、抗

菌剤に頼らない魚介類養殖のためのワクチン開発研究が顕著な成果を上げており、日本で

開発したワクチンをタイ国にて大規模に感染防御効果試験を実施することが出来、共同研

究が大いに発展出来た。さらに、新たな感染防御技術としてファージ療法についても、有

用な発見があった。これらの成果は水産食品のリスクとなる抗菌剤等の化学物質を使用せ

ずに魚介類感染症撲滅法に繋がり、目標達成に向けて順調に共同研究は進展している。 

 食品安全に関する教育では、カセサート大学と東京海洋大学の協力によりタイ国で大学

院生と社会人を対象とした勉強会を開催することが出来、日本における食品のリスク管理

について知識を共有することが出来た。 

 

７－３ 若手研究者養成 

 今年度のセミナーで発表した研究者の多くは大学院生あるいは助教の若手研究者であっ

たことから、研究成果発表後の質疑においても参加している両国の若手研究者から活発な

ディスカッションがあり、若手研究者が母国語ではない英語で討論する機会が持てたこと

は若手研究者養成に繋がったと思われた。また、カセサート大学において大学院生と社会

人を対象として開催した食品安全に関する勉強会では日本の民間企業が取り組んでいる食

品工場の安全管理についての講習もあり、今後、タイ国若手研究者や実務者が食の安心安

全について取り組むための知識習得の場を提供することが出来た。タイからは若手研究者

が 1 から 3 ヶ月間、東京海洋大学に滞在し共同研究を実施することが出来た。このことは

タイ国若手研究者のみならず、日本の大学院生においてもタイ研究者と母国語以外での研

究の討論をしたりするとても良い機会を得ることが出来た。 

 

７－４ 社会貢献 

 若手研究者養成の項で述べたがカセサート大学で開催した食品安全に関する勉強会には

タイ国の民間企業の実務者も多数参加し、タイ国食品工業に対して日本における食品安全

に対する取り組みを紹介することが出来たことは、今後、タイ国食品産業の安全管理に貢

献出来るものと思われる。 

 化学物質の毒性評価や感染症に対するワクチンの開発は、リスク管理型養殖生産に不可

欠なものであり、社会的な問題となった物質についての知見を補うことができ、また、制

御の難しかったウイルス性疾病ワクチンの有効性が確認できたことから、これらの知見を

リスク管理に生かすことができるようになったこと、ワクチンが実用化されればウイルス

性疾病の予防ができるようになるなどの貢献ができる。特に、日本でH24年1月に認可され

たマハタVNNの不活化ワクチンが、将来タイで使用されることが期待される。 

 輸入冷凍エビの輸送・貯蔵中における黒変防止を目的として汎用されている亜硫酸塩は
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アレルギーを引き起こす症例があり、消費者からは敬遠されている。本研究課題で扱うき

のこ抽出物は亜硫酸塩の代替として期待される天然物由来で、食品衛生学的に健全な輸入

冷凍エビを消費者に提供できる。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

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

それぞれ良好な関係にあり、大きな問題点はみられないと感じている。しかし、昨年と同

じであるが本事業はマッティングファンドを必要とする事業であり、本事業の前身の拠点

交流事業のようにタイから若手研究者を招聘し、十分に研究指導することが難しくなった

と感じている。今後は、日本側研究者がタイを訪問した際に、今まで以上に研究指導を行

う必要があると思われる。 

 共同研究において、ワクチンの開発などタイにおける魚病被害の軽減につながる成果が

得られつつあるが、実用化にあたっては、医薬品としての承認が必要であり、実用化を念

頭に置いた承認申請に関わるデータの蓄積が必要となる。基礎的研究も重視しつつ、その

成果の実用化を意識した研究体制、研究課題の設定が重要になってきている。 

 共同研究が熟成され、実用化へ期待出来るような成果も出てくるようになってきたが、

今後、国際特許等については各研究者が共同研究者と事前に同意書等で確認しておく必要

があると感じている。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数   6 本 

本事業名が明記されている論文 6 本 

 相手国参加研究者との共著 6 本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。）   

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

 ※「１０．平成２３年度研究交流実績状況」の概要について記載してください。 

８－１ 共同研究 

 共同研究においては、バイオテクノロジーを駆使した共同研究を進展出来ており、目標

達成に向けて共同研究のためのプラットホームは出来、研究は順調に進んでいる。特に、

ウシエビの遺伝子発現プロファイリングを網羅的に行うためのマイクロアレイを構築する

ことが出来た。さらに、遺伝子工学的手法によりエビ類感染症の迅速診断技術開発が出来、

将来の実用化に繋がる成果を得ることが出来た。 

 水産食品のリスク管理技術の開発等の共同研究においては、抗菌剤に頼らない魚介類養

殖のためのワクチン開発研究が顕著な成果を上げており、日本で開発したワクチンをタイ

国にて大規模に感染防御効果試験を実施することが出来、共同研究が大いに発展出来た。

さらに、新たな感染防御技術としてファージ療法についても、有用な発見があった。これ
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らの成果は水産食品のリスクとなる抗菌剤等の化学物質を使用せずに魚介類感染症撲滅法

に繋がり、目標達成に向けて順調に共同研究は進展している。 

 食品安全に関しては、カセサート大学、東京海洋大学の協力によりタイ国で大学院生と

社会人を対象とした勉強会を開催することが出来、日本における食品のリスク管理につい

て知識を共有することが出来た。この勉強会は、今後、充実させて行きたいと考えている。 

 

８－２ セミナー 

 本事業の目標である「安心・安全な養殖魚介類の生産技術」の構築を目指し、研究者間

の情報交換の場を設けることと、今後、タイ国との共同研究ならびに水産学教育のさらな

る発展のために本事業関連研究者、教育者あるいは企業関係者との情報交換を行い、新し

い情報を得る場となることも目的とし開催した。本セミナーは公開で行い、参加者はタイ

52 名および日本 23 名の合計 75 名であった。日本とタイからそれぞれ基調講演を 1 演題発

表し、一般研究発表はタイ側から 11 題（口頭発表 10 題、ポスター発表 1 題）、日本側から

は 15 題（口頭発表 7 題、ポスター発表 8 題）を行った。日本から参加した学生は全て研究

発表を行い、教員は研究発表あるいは発表に対してのディスカッションを行った。参加研

究者はセミナー開催期間中に研究打ち合わせも行った。 

 本事業としては 2 回目のセミナーであり、本事業での共同研究成果について両国の研究

者が共有することがスムーズに出来、研究の更なる発展が期待出来るものであった。さら

に、研究発表を行ったのが両国とも若手研究者あるいは大学院生であったことから、国際

的な交流や英語による交流を体験することが出来た。また、ポスターセッションを設けた

ことから、発表研究のみならず関連研究についての情報交換やデョスカッションが出来、

将来の共同研究の発展に役立つセミナーであった。特に、若手の積極的な交流とディスカ

ッションがみられ、若手の教育に貢献出来たシンポジウムであった。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 日本側コーディネーターは平成 23 年 5 月にタイのコンケン大学を訪問し、今後の進め方

等、事業運営に関する打ち合わせを行った。その際に参加研究者と共同研究の進め方につ

いて話し合うとともに、今後の共同研究の実施および支援体制について検討した。また、6

月にはカセサート大学とワライラック大学を訪問し、本事業参加研究者の共同研究への参

加と支援体制の充実について話し合った。さらに、タイ国大学院生を国費留学生として日

本政府の奨学金に申請するため、日本への留学希望者に対して面接を行った。両国間の水

産学について説明し教育するとともに、将来、両国間における水産学発展に寄与出来る人

材の発掘を行った。 
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９．平成２３年度研究交流実績人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  46/299 46/299 

実績 40/229(1/4) 40/229(1/4) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 (13/167)  (13/167) 

実績 (6/187) (6/187) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 (13/167) 46/299 46/299(13/167) 

実績 (6/187) 40/229(1/4) 40/229(7/191) 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくださ

い。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   0／0   <人／人日>    0／0   <人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流実績状況 

１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 22 年度 研究終了年度 平成 26 年度 

研究課題名 （和文）バイオテクノロジーを利用した魚介類生産技術の向上に関する研

究 

（英文）Development of new biotechnology for aquaculture 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）廣野育生・東京海洋大学・教授 

（英文）HIRONO Ikuo・Tokyo University of Marine Science and Technology・

Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Anchalee TASSANAKAJON・チュラロンコン大学・教授 

 

交流人数 

（※日本側予

算によらない交

流についても、

カッコ書きで記

入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  27/175  27/175 

実績 26/146  26/146 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 (6/80)   (6/80) 

実績 (4/158)  (4/158) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (6/80) 27/175  27/175(6/80) 

実績 (4/158) 26/146  26/146(4/158) 

② 国内での交流       0 人／0 人日 

２３年度の研

究交流活動 

1. 魚介類有用遺伝子およびバイオマーカーとなる遺伝子の構造及び機能

解析 

 エビ類は世界各地で養殖されており、産業上最重要品種の一つとなって

いる。タイを含む東南アジアでは、特に、ウシエビ Penaeus monodon およ

びパシフィックホワイトシュリンプ P. vannamei が盛んに養殖され、各国に

輸出されている。本研究では、筋肉の主要構成成分であるミオシンの性状

を解明し、エビ類の食品としての品質向上に資する基礎的知見を得ること

を目的とし、日本で養殖されているクルマエビ Marsupenaeus japonicus を加

え、これらの腹部屈筋両種の可食部である腹部屈筋からミオシン重鎖遺伝

子（MYH）全長のクローニングを行い、さらに MYH の発現頻度や転写産物

の分布を明らかにした。また、成長段階の異なる幼生からも MYH のクロー
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ニングを行った。 

 クルマエビ類に 2本鎖RNAを接種すると非特異的な抗微生物活性が高ま

ることから、2 本鎖 RNA を接種した際に発現変動する遺伝子の網羅的な解

析を行った。 

 日本での養殖対象種として重要なヒラメを対象に、獲得免疫の成立に関

わる種々の調節因子の挙動を解析し、より効率的に獲得免疫を成立させる

ための方法の開発を試みた。 

 エビ等甲殻類におけるメラニンの黒変生成を防止するためには、エビ体

内のフェノールオキシダーゼ類等の酵素・化学的酸化活性を抑制するのが

効果的であることから、タイ国の大学と企業と共同でエビの黒変防止を目

的とした活えび輸送・浸漬処理実験を実施した。さらに、黒編抑制メカニ

ズムについて分子生物学的に研究を実施した。 

2. 耐病性トランスジェニック魚の作出 

 平成 22年度に病原ウイルス増殖抑制が可能なマイクロ RNA発現プラスミ

ドを導入したトランスジェニックゼブラフィッシュ F0世代から次世代を作

出について着手した。 

3. DNA マーカーによる天然水産資源の保護と増産に関する研究 

 タイをはじめとする東南アジアにおいて観賞魚養殖は盛んである。高価

な観賞魚については天然資源の乱獲による資源の減少が危惧されている種

もある。そこで、タイで養殖されている観賞魚について品種や系統を管理

出来る DNAマーカーの開発を行うための、DNAサンプルの収集を行った。 

4. 魚介類大規模遺伝子発現プロファイリング 

 次世代シーケンサーを使用し、魚介類の遺伝子配列情報収集を行った。 

5. 養殖場環境生物の生化学・分子生物学的機能解析 

 養殖場の底泥の小型底性生物ならびに微生物相が、養殖場の健全性に与

える影響を、特に各種酵素活性に注目した生化学的分析により明らかにす

るバンコク近辺のバナメイエビ養殖場の底泥分析を行い，各種酵素活性と

微生物相を調査した。 

 

研究交流活動

成果 

1. 魚介類有用遺伝子およびバイオマーカーとなる遺伝子の構造及び機能

解析 

 3 種類のエビの筋肉タンパク質において、2 種類の成体型 MYH の全長が

明らかとなり、それぞれの発現頻度や転写産物の分布も明らかとなった。

さらに、幼生型 MYH のクローニングにも成功した。 

 クルマエビの 2本鎖RNA を接種することにより複数の遺伝子発現に影響

があることがわかり、2 本鎖 RNA がクルマエビの自然免疫に影響を与えて

いることがわかった。 

 キノコ抽出物に含まれるエルゴチオネインはアミノ酸同族体であり、黒
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変の初発反応を促進するポリフェノールオキシダーゼの前駆体の発現をタ

ンパク質レベルで抑制することを、分子生物学的アプローチで解明できた。 

2. 耐病性トランスジェニック魚の作出 

 平成 22 年度にトランスジェニック作出用の組換え DNA を作出し、これ

らを遺伝子導入した F0 世代を作出したが、表現系として目的とするトラン

スジェニック魚を得ることが出来なかったので、これまでにとは異なる手

法でのトランスジェニック魚作出法に取り組み始めた。 

3. DNA マーカーによる天然水産資源の保護と増産に関する研究 

 タイで養殖されている観賞魚について品種や系統を管理出来る DNA マー

カーの開発を行うための DNAサンプルを多数得ることが出来、平成 24年度

以降に解析が可能となった。 

4. 魚介類大規模遺伝子発現プロファイリング 

 ヒラメおよびクルマエビを対象として、次世代シークエンサを用いた網

羅的な遺伝子発現解析を行い、これまでの遺伝子配列情報の数倍の配列上

を取得し、得られた配列を利用したオリゴ DNA マイクロアレイを構築し

た。 

5. 養殖場環境生物の生化学・分子生物学的機能解析 

 エビの養殖池では，過剰投与の餌中の澱粉を分解するため，高いレベル

のアミラーゼ活性を有する底泥が望ましいことが明らかとなった。 

日本側参加者数  

40 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

38 名 （１４－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 22 年度 研究終了年度 平成 26 年度 

研究課題名 （和文）養殖魚介類のリスク管理技術開発に関する研究 

（英文）Studies on the risk management technology of aquaculture production 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）舞田 正志・東京海洋大学・教授 

（英文）MAITA Masashi•Tokyo University of Marine Science and Technology• 

Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Nontawith AREECHON・カセサート大学・准教授 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 タイ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  16/107  16/107 

実績 14/83  14/83 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 (6/80)   (6/80) 

実績 (2/29)  (2/29) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (6/80) 16/107  16/107(6/80) 

実績 (2/29) 14/83  14/83(2/29) 

② 国内での交流       0 人／0 人日 

２３年度の研

究交流活動 

本研究課題では、以下の２つの小課題を設定し、研究交流を行った。 

１）養殖魚介類のリスク評価技法の開発 

 養殖魚介類の安全性に直接関わる有害化学物質による汚染、残留を防止

するためには、養殖用飼料由来の危害をモニタリングし、それを管理する

ことが重要である。本小課題においては、養殖用飼料を汚染する可能性が

指摘されているメラミン及びロイコマラカイトグリーンを研究対象とし

て、薬物動態学的研究ならびに毒性学的研究をとおして、有害化学物質の

体内動態、消失動態を明らかにするとともに養殖魚介類へのリスク評価を

行った。また、薬物代謝酵素群のロイコマラカイトグリーンに対する反応

を調べ、適切なモニタリング指標を検討した。これらの研究交流を行うに

あたっては、研究計画段階から打合せを行い、基本的にタイ側研究者が自

主的に行う研究を日本側研究者が技術的にサポートする体制で行った 

２）養殖魚介類の感染症制御技術の開発 

 養殖魚介類の重要な危害要因として、感染症の治療に用いられる抗菌性
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物質の残留は、グローバル化した養殖生産物の流通が行われる現今の状況

では世界的な問題となっており、時として、貿易上のトラブルを引き起こ

す原因ともなっている。そのため、無投薬による養殖魚介類の感染症制御

技術に対する要望が高まっている。本小課題では、無投薬養殖生産のため

の感染症制御技術の開発の中心的な技術となる、ワクチンならびに生体防

御能を活性化することによる魚介類抗病性の向上に関する基礎的研究を行

った。これらの研究は、タイにおいて日本側研究者がタイ側研究者と共同

で行った。 

① プロビオティクスによる生体防御機構を新たな視点で精査した。 

② タイおよび日本で共通する養殖魚介類の細菌感染症に対する「ファー

ジ療法」の基礎的研究として、タイ側より分与された魚病細菌に対する溶

菌ファージを分離し、その分類学的およびウイルス学的性状を調べた。 

③ 日本で分離されたベータノダウイルス株（RGNNV 遺伝子型）で作製

した不活化ワクチン（試作品）について、タイで発生する VNN に対する効

果を共同で調べた。 

④ エビ類のウィルス性疾病防除のためのワクチン並びに LAMP 法による

診断技法の確立に向けた共同研究を実施した。 

研究交流活動

成果 

１）養殖魚介類のリスク評価技法の開発 

 メラミンによる飼料汚染は世界的な問題となり、その残留性のみならず

水産生物にタイするリスク評価が求められていた。タイ側において walking 

catfish を用いた毒性試験を行い、ほ乳類で知られているメラミンシアヌレ

ートによる結石は高濃度のメラミンとシアヌル酸を投与された場合にのみ

形成されること、ほ乳類では報告のない肝臓、心臓、脾臓など広範な臓器

に形成されること明らかにした。このように、化学物質は魚類に対しては

ほ乳類と異なる毒性を示すことがあり、化学物質の養殖魚類に対するリス

ク評価を行うことの重要性が再確認された。ロイコマラカイトグリーンの

経口投与による薬物動態学的研究ならびに毒性学的研究を行い、ロイコマ

ラカイトグリーンがティラピアの肝臓に対する毒性を示すこと、投与期間

中に消化管における薬物代謝酵素の誘導が起こる可能性が示唆された。 

２）養殖魚介類の感染症制御技術の開発 

 本小課題で行った研究の成果は、以下の通りである。 

① プロバイオティクスによる生体防御機構について、ティラピアを用い

て消化管の組織形態学的観点から検討を行い、プロバイオティクスの投与

により消化管の粘液細胞による物理的防御機構が改善されることを明らか

にしたほか、IL-1、TNF-α などのサイトカインを誘導することを明らかに

した。 

② タイで問題になっているアジアスズキの VNN に対する不活化ワクチ

ン（広島大学試作ワクチン）の有効性を評価するため、Phuket Coastal 
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Fisheries Research and Development Center において、稚魚へのワクチン接種

とウイルス攻撃試験及び中和抗体価測定の測定を行い、本ワクチンはタイ

で発生する VNN にも有効であることを明らかにした。 

③ タイおよび日本で共通する養殖魚介類の細菌感染症に対する「ファー

ジ療法」の研究として、タイ側研究者より分与されたナマズ由来の

Edwardsiella ictaluri 菌のファージ感受性試験を行なった結果、日本のアユ由

来株とは異なるファージ型であることを明らかにした。 

④ 宮崎大学で開発したエビ類のウイルス疾病に関するワクチンや LAMP

法をタイの養殖エビに試行し、同ワクチン並びに診断手法がタイで養殖し

ているエビ類にも有益であるあることを確認された。 

日本側参加者数  

28 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（タイ）国（地域）側参加者数 

39 名 （１４－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 

整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）JSPS-NRCT ジョイントセミナー「東南アジアにおける安

心・安全な養殖魚介類の生産技術とリスク管理法開発に関する

研究-2」 

（英文）JSPS Asian Core Program-NRCT joint seminar“Development of 

new biotechnology fro aquaculture and risk management of aquaculture 

products in Southeast Asia-2” 

開催時期 平成 24 年 3 月 1 日 ～ 平成 24 年 3 月 2 日（ 2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）タイ、ペッブリー（Petchburi）県、会場：ホリデイ・イン

リゾート リージェント チャアム 

（英文）Thailand, Petchburi, Holiday INN Resort hotel Cha-am 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）廣野育生・東京海洋大学・教授 

（英文）Ikuo HIRONO・Tokyo University of Marine Science and 

Technology・Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

Nontawith Areechon, Kasetsart University, Associate Professor 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ タイ ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 0 

B. 21/42 

C. 1/4 

 

タイ 

<人／人日> 

A. 0 

B. 0 

C. 18/36 

 

合計 

<人／人日> 

A. 0 

B. 21/42 

C. 19/40 

 

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

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

ください。） 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 平成 23年度は実施しなかった。                 

 

 

セミナー開催の目的 本事業の目標である「安心・安全な養殖魚介類の生産技術」の構築

を目指し、バイオテクノロジーを利用した水産食資源の増産のため

に技術開発ならびに水産食品のリスク管理技術の開発とリスク防

除技術の確立を達成するために、本事業の研究成果について、研究

者間の情報交換の場を設けることとする。本セミナーは公開で行う

予定であることから、今後、タイ国との共同研究ならびに水産学教

育のさらなる発展のために関連研究者、教育者あるいは企業関係者

との意見交換や情報交換を行い、新しい情報を得る場となることを

目的とする。 

セミナーの成果 参加者は一般参加者を含めタイ 48 名および日本 27 名の合計 75 名

であった。 

 本事業としては 2 回目のセミナーであり、本事業での共同研究成

果について両国の研究者が共有することがスムーズに出来、研究の

更なる発展が期待出来るものであった。さらに、研究発表を行った

のが両国とも若手研究者あるいは大学院生であったことから、国際

的な交流や英語による交流を体験することが出来た。また、ポスタ

ーセッションを設けたことから、発表研究のみならず関連研究につ

いての情報交換やデョスカッションが出来、将来の共同研究の発展

に役立つセミナーであった。特に、若手の積極的な交流とディスカ

ッションがみられ、若手の教育に貢献出来たシンポジウムであっ

た。 

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

際の運営は本学において行った。プログラム作成においては各研究

グループリーダーにより行った。 

カセサート大学水産学部 

東京海洋大学海洋科学部、海洋科学技術研究科 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費           金額 経理確認中 

（タイ）国

（地域）側 

内容 ﾌﾟﾛｼｰﾃﾞｨﾝｸﾞ、会場費、食費等 金額 277,049Baht 

（732,934 円） 

（   ）国

（地域）側 

内容                 金額 
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１１．平成２３年度経費使用総額 すべて経理確認中 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 634,390  

外国旅費 6,441,879  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 2,006,227  

その他経費 0  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

331,072  

計 9,413,568  

委託手数料 1,026,000  

合  計 10,439,568  

 

１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 1,390,038 7/42 

第２四半期 495,819 3/14 

第３四半期 804,511 5/32 

第４四半期 6,723,200 25/141 

計 9,413,568 40/229 

 

１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

タイ 16,815,600 円 
   [タイバーツ：6,228,000] 

 1 バーツ＝2.7 円で計算 

   

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 


