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アジア研究教育拠点事業 

平成２４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（  ３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 岡本信明 

 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）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・Associate 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, 
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Chiang Mai University, Khon Kaen University, Prince of Songkla, 

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。国際連合食料農業機関（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％であり、とも

に第1 位であり、東南アジア諸国が日本の水産物供給先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２４年度研究交流目標 

 中堅以降の研究者における研究協力体制は概ね構築出来ていると考えているが、若手研

究者の研究協力体制がまだ十分に達成出来ていないところもあると感じていることから、
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平成 24 年度は引き続き、若手研究者や大学院生の交流を重点的に実施する。共同研究では

3 年目となることから、これまで以上に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。中堅以上の研究者は、若手研究者に対して講義やセミナ

ーを通して育成ならびに教育面での貢献を行う。さらに、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。 

 

７．平成２４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 

 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。北海道大学では交流を通じてワライラック大

学の研究員を北海道大学大学院水産科学院の博士課程（社会人）に迎えている。また、東

京海洋大学大学院にて本事業関連研究を担当した学生が帰国後、タイ国水産局へ復職予定

であり、協力体制のさらなる強化が期待される。 

 研究実施にあたっては、昨年度までは主に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、協力を行う体制ですすめられて来

たが、本年度はタイ研究者と日本側研究者が役割分担し共同研究を実施するケースも出て

来ており、これまで以上にタイ側研究者の自立性が醸成されてきている。 

 

７－２ 学術面の成果 

 バイオテクノロジーを駆使した共同研究においては、今後 2 年間の共同研究に貢献出来

る遺伝子配列情報の集積ならびに遺伝子機能解析の技術開発が順調に進んでいる。 

 安心安全な養殖魚介類を生産すると技術開発において、平成 23 年度までに実施し成果を

得たワクチン研究を、異なる魚種において実施する準備を整えることが出来、平成 25 年か

ら実施出来る状況に来た。 

 感染症防除のための抗菌剤ではなくプロバイティクスに関する研究においても、日本に

おいて開発研究したものを用いてタイにて研究を開始し、有効性が見られることを明らか

にすることが出来ている。さらに、バナメイ養殖場及びクルマエビ養殖場の底泥に Bacillus 

属及び Lactobacillus 属の生息を認めた。これらのバクテリアはいずれも強いタンパク質並

びに糖質分解活性を示した。また、市販のエビ餌に対しても強い分解活性を示し、健全な

エビ養殖場の底泥には、過剰投与されたエビ餌を分解する酵素を分泌するバクテリアが生

息することが明らかとなった。 

 日本でも問題となっているヒトの感染症であるノロウイルスについて、タイ南部におけ

るカキのノロウイルス汚染状況を明らかにすることが出来た。また、タイ養殖場における

魚類病原菌の薬剤耐性に関してはタイのティラピア養殖場で分離された Aeromonas 

hydrophila の薬剤耐性について調べ、インドで流行しているヒトの病原性大腸菌が持つ R

プラスミドと類似することを明らかにした。ヒトの病原菌がコードする薬剤耐性遺伝子が、
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環境中で伝播していることが明らかとなった。 

 腸炎ビブリオ（Vibrio parahaemolyticus）は水産食材に起因する食中毒の代表的な原因

菌である。水産食材の安全性向上を目指して、V. parahaemolyticus の簡便で効果的な低減

法として、定電圧直流通電処理について検討を行ったところ、V. parahaemolyticus を懸濁

した塩水に対して約 3 V の電圧で数秒間通電すると、生菌数が 3 桁以上低減可能であるこ

とが示され、生菌数低減法として有望であることが明らかになった。 

 化学物質への汚染履歴を明らかにする目的で、ロイコマラカイトグリーンに経口暴露し

たティラピアの鰓、消化管、肝臓の薬物代謝酵素遺伝子の発現量を調べたところ、消化管

及び肝臓では暴露機関を通して第一相薬物代謝酵素群の一つである CYP1A あるいは

CYP1B の発現量の有意な上昇が見られ、特に経口的な暴露では消化管と肝臓における

CYP1A あるいは CYP1B を指標として暴露履歴をモニタリングできる可能性があることが

わかった。飼料あるいは飼育水由来の化学物質による汚染を飼料に活性炭を添加すること

によって防止する技術の開発を目指し、飼料のカビ毒アフラトキシンによる汚染を想定し、

活性炭の添加による魚類へのアフラトキシンの蓄積及び健康状態に及ぼす影響を調べた。

飼料への活性炭添加による魚類への悪影響はなく、また、アフラトキシンの活性炭への吸

着により筋肉への蓄積を防止することが可能であることがわかった。 

 食品安全に関しては、引き続きカセサート大学、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。 

 

７－３ 若手研究者養成 

 平成 24 年度の目標としていた、若手研究者の交流ではタイから 1 ヶ月以上の長期（1 名

は 6 ヶ月滞在）で来日し、共同研究を実施することが出来、両国の若手研究者や大学院生

に良い経験となった。今後は日本からの長期派遣を目指して交流活動を発展させる必要が

ある。東京海洋大学で開催したセミナーでは、若手研究者ならびに大学院生が主な発表者

となり、特に、ポスターセッションではタイ研究者が日本人大学院生に熱心に質問をし、

日本人学生が英語で説明する光景が度々見られ、日本人学生に取って大変良い機会となっ

た。これらのことから、本プロジェクトでの目標の一つとしている若手研究者の国際化と

育成は、数値化出来るものではないが着実に成果を上げている。 

 本プロジェクト経費ではないが、本プロジェクトのこれまでの交流により実現したもの

として、大学院前期課程院生をカセサート大学水産学部に交換留学生として半年間派遣し

た。 

 

７－４ 社会貢献 

 昨年度に引き続き、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

り組みを今年度も紹介することが出来たことは、これまで以上に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。 
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７－５ 今後の課題・問題点 

 共同研究において、いくつもの魚病被害の軽減につながる成果が得られつつあるが、昨

年の課題と同じく実用化にあたっては、医薬品としての承認が必要であり、さらにタイあ

るいは東南アジアにおいて使用できるコストを考えた研究開発が必要である。基礎的研究

も重視しつつ、その成果の実用化を意識した共同研究の進め方の工夫が重要になってきて

いる。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数   9 本 

本事業名が明記されている論文 9 本 

 相手国参加研究者との共著 5 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２４年度研究交流実績状況 

 

８－１ 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 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

（日本側） 
計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  22/128 0/0 22/128 

実績 22/111 1/2 23/113 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 (6/60)   (6/60) 

実績 (5/93)  (5/93) 
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ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

(日本側) 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 1/7  1/7 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

(日本側) 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 1/6   1/6 

台湾 

(日本側) 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 1/4   1/4 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0(6/60) 22/128 0/0 22/128(6/60) 

実績 1/7(5/93) 22/111 1/2 26/130(5/93) 

② 国内での交流       0 人／0 人日 

日本側参加者数  

45 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 

40 名 （１４－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

２４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 

 3種類のクルマエビ類（クルマエビ、ウシエビ、バナメイエビ）の筋肉タ

ンパク質の遺伝子発現制御や遺伝子の構造について解明する研究を実施し

た。 

 クルマエビ類の病原微生物感染症を防除する技術開発を行うために RNA

干渉法を用い、クルマエビ類の抗菌タンパク質の機能解析を行った。 

 魚介類遺伝子のプロファイリングについてはこれまでに得られた情報を

基に解析プラットホームの構築と、今後の研究に幅広く利用出来るように

検証を実施した。 

 

２）耐病性トランスジェニック魚の作出 

 病原ウイルス増殖抑制が可能な種々マイクロ 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の作出と、その評価系の確立を

進めた。 

 

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った。 
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４）養殖場環境生物の生化学・分子生物学的機能解析 

 養殖場底泥の各種酵素活性レベル及び構成微生物の調査を行った。また、

タイの伝統的はエビの発酵食品であるガピに含まれる微生物とその分泌酵

素を調べ、養殖場底泥の健全化への利用の可能性を検討した。 

 

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 

 日本産クルマエビを対照に、ウシエビおよびホワイトシュリンプのミオ

シン重鎖の一次構造を調べたところ、3種でかなりの違いがあるとともに、

成育段階依存的に発現パターンが変化することを明らかにした。 

 クルマエビ類の抗菌タンパク質には機能的に 3 タイプ（生存に必須なタ

イプの抗菌タンパク質、病原微生物排除に重要なタイプと病原微生物排除

には強く関与しないタイプ）であることが示唆する成果を得た。 

 魚介類遺伝子のプロファイリングについてはこれまでに得られた情報を

基に作製したマイクロアレイを用いることにより遺伝子発現プロファイリ

ングが可能であることを実証した。 

 

２）耐病性トランスジェニック魚の作出 

 病原ウイルス増殖抑制が可能な種々マイクロ 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の F0世代を複数得ることが出来

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 

 観賞魚のモデルとして今年度はグッピーの成長関連遺伝子(成長ホルモ

ン遺伝子とインシュリン様成長因子)のクローニングを行い、系統間で変異

が存在することを検出した。引き続き、変異と体長の系統差との関連解析

を行っている。 

 

４）養殖場環境生物の生化学・分子生物学的機能解析 

  エビ養殖場底泥における分解酵素の存在状態を検討し、これらの酵素

が底泥中の年度成分と強く吸着し、一種のバイオリアクターとして機能し

ていることを初めて明らかにすることができた。 

 バナメイエビ養殖場及びクルマエビ養殖場の底泥に Bacillus 属及び

Lactobacillus属の生息を認めた。これらのバクテリアはいずれも強いタン

パク質並びに糖質分解活性を示した。また、市販のエビ餌に対しても強い

分解活性を示した。これらの結果から、健全なエビ養殖場の底泥には、過
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剰投与されたエビ餌を分解する酵素を分泌するバクテリアが生息すること

が明らかとなった。 

  

 

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  13/86  13/86 

実績 8/59  8/59 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 (6/60)   (6/60) 

実績 (8/105)  (8/105) 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

(日本側) 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 2/10  2/10 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0(6/60) 13/86  13/86(6/60) 

実績 2/10(8/105) 8/59  10/69(8/105) 

② 国内での交流       0 人／0 人日 

日本側参加者数  

32 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 

43 名 （１４－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の研

究交流活動 

本研究課題では、昨年度に引き続き、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、昨年度、メラミンについて毒性
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評価を行い、ほ乳類での毒性との違いを明らかにした。本年度は飼料原料

の汚染が懸念されているアフラトキシンの毒性評価ならびに体内動態に関

する基礎的検討を行う。また、消化管における薬物代謝酵素の誘導が飼料

中化学物質のモニタリングに有効である可能性が示唆されたことから、従

来の化学物質の定量によるモニタリングから、消化管における薬物代謝酵

素の誘導に着目した、薬物代謝酵素の遺伝子発現によるモニタリングシス

テムの構築に向けた基礎的研究を行った。さらに、飼料中の危害化学物質

による影響を除去する技術の開発に取り組んだ。 

 

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

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昨

年度に引き続き行った。具体的な研究内容は以下のとおりである。 

1. エビ類およびカキ類の感染防御技術開発に関する研究を行った。 

2. タイ国養殖場で分離される薬剤耐性細菌の薬剤耐性遺伝子の構造とヒ

トへの健康被害を考え疫学調査を行った。 

3. 生理機能（耐病性を含む）向上を目指した魚類飼料改良に関する研究を

行った。 

 

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 

 飼料あるいは飼育水由来の化学物質による汚染を飼料に活性炭を添加す

ることによって防止する技術の開発を目指し、飼料のカビ毒アフラトキシ

ンによる汚染を想定し、活性炭の添加による魚類へのアフラトキシンの蓄

積及び健康状態に及ぼす影響を調べた。飼料への活性炭添加による魚類へ

の悪影響はなく、また、アフラトキシンの活性炭への吸着により筋肉への

蓄積を防止することが可能であることがわかった。 

 化学物質への汚染履歴を明らかにする目的で、ロイコマラカイトグリー

ンに経口暴露したティラピアの鰓、消化管、肝臓の薬物代謝酵素遺伝子の

発現量を調べたところ、消化管及び肝臓では暴露機関を通して第一相薬物

代謝酵素群の一つである CYP1A あるいは CYP1B の発現量の有意な上昇が見

られ、特に経口的な暴露では消化管と肝臓における CYP1A あるいは CYP1B

を指標として暴露履歴をモニタリングできる可能性があることがわかっ

た。 
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２）養殖魚介類の感染症制御技術の開発 

1. エビ類の感染防御技術開発に関する研究を行った。 

 プロバイオティック技術（エビ餌にあらかじめバクテリアを投与し、エ

ビの健康状態を向上させる技術）を用いて、養殖エビの健康状態の向上な

らびにエビ養殖場の水質向上をさせるため、タイの伝統的発酵食品である

ガピからの有用微生物の探索を行った。バンコクの食品市場において 7 種

類のガピを入手し、それらに含まれるバクテリアをリボゾーム DNA の塩基

配列に基づいて同定した結果、Bacillus pumilus, Bacillus cereusなどの

バクテリア検出された。これらのバクテリアは強いエビ餌分解活性を示し

たことから、餌とともにエビに投与することで、消化機能の向上、底泥環

境の向上などが期待された。 

 ヌクレオチドを豊富に含んでいるイーストが、クルマエビの免疫賦活剤

として使用できることを見いだした。 

 マガキに大量死をもたらすカキヘルペスウイルス(OsHV-1) の亜種であ

る OsHV-1μVar への対策として，OsHV-1 の不活化を目的にプロバイオティ

クスとして抗へルペスウイルス活性を有するカキの腸内細菌を探索し，高

い抗ウイルス活性を有する菌株を得た。カキの餌料であるキートセロスの

無菌化はすでに完了し、分離菌を添加して大量培養したキートセロスに抗

ヘルペス活性が認められれば、プロバイオティクスとしての利用の道が開

けるものと考えられた。 

2. タイ国養殖場で分離される薬剤耐性細菌の薬剤耐性遺伝子の構造とヒ

トへの健康被害を考え疫学調査を行った。 

タイのテラピア養殖場で分離された Aeromonas hydrophila の薬剤耐性につ

いて調べ、多くの多剤耐性菌を検出した。多剤耐性株より検出された伝達

性薬剤耐性因子( R プラスミド)の全ゲノム解析を行い、インドで流行して

いるヒトの病原性大腸菌が持つ R プラスミドと類似することを明らかにし

た。ヒトの病原菌がコードする薬剤耐性遺伝子が、環境中で伝播している

ことが明らかとなった。 

 薬剤耐性菌の拡散は食品衛生上、大きな社会問題でもあり、薬剤耐性遺

伝子がヒトの移動とともに世界中に拡散し、さらに、環境中で種々の細菌

に伝播することを明らかにした。 

3. 生理機能（耐病性を含む）向上を目指した魚類飼料改良に関する研究を

行った。 

 養魚飼料中の高度不飽和脂肪酸の機能解析を行い、高度不飽和脂肪酸を

欠乏した飼料を給餌したヒラメの肝臓において発現が変動する遺伝子を 17

個、特定した。また、無魚粉飼料をニジマスに給餌する際にメチオニン水

酸化体、タウリン、およびフィターゼを添加すると、それらの相互作用に
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より窒素リンの排泄が変化することが明らかとなった。無魚粉飼料におけ

るメチオニン水酸化体、タウリン、およびフィターゼを複合投与すると、

成長成績やリン窒素の排泄などについて、相互作用が期待できることが明

らかとなった。また、魚油と植物油を配合した飼料を給餌したヒラメで発

現パターンの異なる遺伝子を特定した。 
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８－２ 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-3」 

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

new biotechnology fro aquaculture and risk management of aquaculture 

products in Southeast Asia-3” 

開催時期 平成 24 年 12 月 7 日（1 日） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、東京、東京海洋大学 

（英文）Tokyo University of Marine Science and Technology,  

Tokyo, Japan 

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 

（ 日本 ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 0 

B. 0/0 

C. 33/33 

 

タイ 

<人／人日> 

A. 0 

B. 0 

C. 8/8 

 

合計 

<人／人日> 

A. 0 

B. 0/0 

C. 42/42 

※タイ側参加者 8/8 については、セミナー前後に共同研究打合せを行っている為、R-1 及び

R-2 において交流人数をカウント済み。 

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
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ください。） 

 

 

 

セミナー開催の目的 セミナー開催の目的は過去 2 回と同様に、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

換を行う場となることも目的とした。 

セミナーの成果 参加者はタイ側 17 名および日本側 83 名の合計 100 名であった。 

事業相手国のタイのみならず、フィリピン、台湾やインドネシアに

おける、関連研究の動向や現状を理解することが出来、本事業が日

本とタイとの関係のみならず、広くアジアに広がって行くことが期

待出来る討論が出来た。今回は午後の一般講演の進行を東京海洋大

学の博士課程学生 2 名が行い、若手研究者が積極的に討論に参加出

来る仕組みとし、効果があったと感じている。さらに、日本側では

研究発表を行ったのが若手研究者あるいは大学院生であったこと

から、若手研究者にとって国際的な交流や英語による交流を体験す

る場とすることが出来た。また、ポスターセッションでは学生が外

国人研究者に対して積極的に研究内容を説明し、発表研究のみなら

ず関連研究についての情報交換が出来、将来の共同研究の発展に役

立つセミナーであった。過去 2 回のセミナー以上に若手の教育に貢

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 ﾌﾟﾛｼｰﾃﾞｨﾝｸﾞ、会議費、茶菓子  金額 276,464 円 

（タイ）国

（地域）側 

内容 外国旅費          金額 263,094Baht 

（802,436 円） 

（   ）国

（地域）側 

内容                 金額 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流）                  

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/7(0/0)  1/7(0/0) 

実績 0/0(0/0)  0/0(0/0) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 0/0(1/7)   0/0(1/7) 

実績 0/0(0/0)  0/0(0/0) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画     

実績     

② 国内での交流       0/0 人／人日 
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９．平成２４年度研究交流実績総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

          派遣

先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

（日本側参

加研究者） 

<人／人日> 

 

<人／人

日> 

 

<人／人

日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  36/221(0/0) 0/0(0/0)   36/221(0/0) 

実績 30/170(0/0) 1/2(0/0)   31/172(0/0) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 0/0(23/137)     0/0(23/137) 

実績 0/0(13/198)    0/0(13/198) 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

(日本側参

加研究者) 

<人／人日> 

実施計画 0/0(0/0)     0/0(0/0) 

実績 3/17(0/0)    3/17(0/0) 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

（日本側参

加研究者） 

<人／人日> 

実施計画 0/0(0/0)     0/0(0/0) 

実績 1/6(0/0)    1/6(0/0) 

台湾 

（日本側参

加研究者） 

<人／人日> 

実施計画 0/0(0/0)     0/0(0/0) 

実績 1/4(0/0)    1/4(0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0(23/137) 0/0(0/0) 0/0(0/0)   36/221(23/137) 

実績 5/27(13/198) 30/170(0/0) 1/2(0/0)   36/199(13/198) 

 

※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（ ）

をのぞいた人数・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(0/0) <人／人日>   0/0(33／33) <人／人日> 
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１０．平成２４年度経費使用総額  

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 725,080  

外国旅費 5,371,632  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 2,130,325  

その他経費 268,464  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

268,499  

計 8,772,000  

委託手数料 877,200  

合  計 9,649,200  

 

１１．四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 158,320 1/6 

第２四半期 1,766,670 7/39 

第３四半期 4,204,470 15/92 

第４四半期 3,519,740 13/62 

計 9,649,200 36/199 

 

１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２４年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

タイ 55,186,700 円 
   [タイバーツ：18,094,000] 

 1 バーツ＝3.05 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。 


