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アジア研究教育拠点事業 
平成２６年度 実施計画書 

 
 
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 
（   ） 拠 点 機 関：  

 
（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．採用期間 
 平成 22 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 
（  5 年度目） 

 
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、 

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 
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Genetic Engineering and Biotechnology, Department of Fisheries, 
Mahidol University, Maejo University, Ubon-ratchtanee University, 
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。 
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６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 平成 25 年度までの共同研究は順調に進んでおり、本事業参加者各自の外部資金や交付金

を利用しつつ、成果を上げて来ている。 
 バイオテクノロジー関連の研究では、クルマエビ類の免疫生体防御機構に関する研究と

して抗菌タンパク質の多様性や機能についての研究が進み、クルマエビ内で実際に重要な

生体防御因子であることが明らかになって来ている。また、クルマエビ類の感染症として

問題となることが多いウイルス感染症を防除するための物質の探索として、生物学的情報

解析を駆使し、ウイルスに付着し、ウイルスの増殖能力を抑制出来る可能性がある物質の

探索に成功した。他にも、タイの養殖場に存在する薬剤耐性遺伝子の環境中で細菌間での

伝播機構についても成果が得られており、薬剤耐性遺伝子を保有する細菌が今でも養殖池

中には存在することを明らかにすることが出来た。クルマエビ類の味を左右する可食部分

タンパク質の構成についても研究が進み、今後は、クルマエビ類の食味の向上に関する研

究の基礎的な情報蓄積が出来ている。 
 養殖魚の化学的危害を除去するための施策として、飼料中に活性炭を添加して化学物質

の吸着除去を行うことを指向し、活性炭の至適添加量を求める研究を実施した。飼料への

活性炭の添加は化学物質を吸着するだけではなく、必要な栄養素なども吸着される可能性

があることから、主として成長パラメーターと組織学的評価により至適添加量を検討した。

その結果、養殖魚の成長に影響を及ぼさず、有害作用を引き起こさない活性炭の添加量も

明らかにした。 
 平成 25年度の交流目標の一つである若手研究者や大学院生の交流を重点的に実施するこ

とについては、タイからはこれまで通り長期で若手研究者や大学院生が来日し共同研究を

実施した。平成 26 年度は最終年度であることから、日本人学生を 1 ヶ月以上、タイに派遣

することで共同研究計画の打ち合せをタイ側と既に済ませている。共同研究による共著論

文の質の向上と発表数を増加させることを目標としているが、平成 25 年度は順調に成果を

輩出することが出来ている。 

 中間評価の指摘事項「日本側拠点機関は明確なビジョンを示し、2 国間だけではなくアジ

ア諸国に共通して存在する、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

する諸問題を協力して解決にあたる具体的システムと協力体制つくりが必要である。すな

わち、当該分野における諸問題の解決にあたる協議会、研究センター及び基金などの設立

を期待したい。」について、平成 24 年度のセミナーからタイ以外の研究者を招聘し、交流

を深める努力を行っており、平成 25 年度はベトナム研究者をセミナー講演並びに研究討論

に招聘し、本事業の重要性を理解していただくとともに、今後の共同研究発展に期待が出

来る状況になって来た。さらに、最終年度も同様にタイ以外の国から研究者をセミナーに

招聘し、日本とタイが拠点なり、研究が周辺諸国に発展するように進める。 
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７．平成２６年度研究交流目標 
※本事業の目的である「研究協力体制の構築」「学術的観点」「若手研究者育成」に対す

る今年度の目標を設定してください。また、社会への貢献や、その他課題独自の今年

度の目的があれば設定してください。 

＜研究協力体制の構築＞ 
 平成 26 年度が最終年度であり、我々は拠点大学交流事業から 15 年目となることから、

これまでに築き上げて来た協力体制を次の世代へスムースに引き継げるように、協力体制

をあらためて再確認し、必要なところは改良する努力をする。 
 
＜学術的観点＞ 
 学術的には一部の共同研究は国際的な科学雑誌に成果を発表するに至っていることから、

このような成果を他の共同研究グループの共同研究にも波及出来るように研究グループ間

の横のつながりも強めることを目標とする。 
 
＜若手研究者育成＞ 
 本事業後の共同研究は今の大学院学生が重要になることは当然と考えられることから、

博士課程学生のみならず、修士課程学生にもタイにおける研究現場や産業をみる機会を与

え、共同研究の必要性を理解させ、積極的に共同研究に参加出来る環境の整備と機会を設

ける。このような機会は日本にいてタイ研究者と交流するだけでは得られるものではない

ので、学生をタイに派遣することで若手の育成につなげたいと考えている。 
 
＜その他（社会貢献や独自の目的等）＞ 
 養殖魚の飼料由来の化学物質汚染を除去する技術や感染症を抑制あるいは撲滅する技術

の開発は、今後、安全な養殖生産物を安定的に供給していく上で重要である。東京海洋大

学ではタイのカセサート大学と共同で、さらに、タイ輸出入協会の食品関連部門の協力も

得、社会人セミナー（大学院学生含む）を実施することにしており、本事業参加の東京海

洋大学教員が、本事業での共同研究並びに研究打ち合せでタイに派遣された際に社会人公

開セミナーを実施し、社会貢献に努める。日本国内においては、講演会等で機会があれば、

本事業における研究の背景と成果を中心にタイとの交流や東南アジアが重要なパートナー

であることを紹介する。これらの広報的な活動を通して、本事業の共同研究成果が、我々

が気づかない分野で社会貢献出来る可能性を探ることにも繋がると考えている。 
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８．平成２６年度研究交流計画状況 

８－１ 共同研究 

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 

 

  

参加者数 

  

日本側参加者数         52名 

（タイ）側参加者数         49名 

（  ）側参加者数          名 

２６年度の研究

交流活動計画 

本グループでは下記の小課題について共同研究を実施する。項目は平成

25年度と同じであるが、実施内容は平成 25年度までの成果をもとに進展

させるものである。 

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 

*エビ類の研究では多くのミオシン重鎖遺伝子がクローニングされこ

とから、本年度はエビの飼育環境や飼料の違いによる遺伝子発現パタ

ーンの解析を行い、高付加価値エビ養殖に繋がる研究を進める。 

*抗微生物物質の生物学的情報解析により得られた知見を基に、養殖に

おいてもコスト的に利用可能な物質を選択し、実際の評価試験を行う。 

2） 耐病性トランスジェニック魚の作出 

*引き続き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る。 

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 

*平成 25年度に引き続き、観賞魚の品種や系統を管理出来る DNAマー

カーの汎用性と有効性について検討する。 

4） 養殖場環境生物の生化学・分子生物学的機能解析 

*タイの養殖場において、感染症が頻発する池とそうでない池での微生

物相のめたゲノム的解析を実施し、感染症が発生しにくい環境微生物

相について解明を進める。 
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5） 養殖場における薬剤耐性細菌の分子生物学的研究 

*養殖場に存在する薬剤耐性遺伝子の環境中で細菌間での伝播機構解

明の一貫として、養殖池中の薬剤耐性遺伝子の検出とその多様性につ

いて分子生物学的に調べる。 

２６年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

 平成 26年度における特別な成果というものではなく、平成 25年度か

らの継続的な共同研究を展開することから、得られた成果から期待され

ることは昨年度までと同じである。また、日本側は最終年度であること

から成果をまとめ、科学論文の発表を行う。 

 水産学上先端的かつ先駆的な研究について共同研究を実施することに

より、単独で実施するより進展することが多いに期待される。また、研

究に携わる大学院博士課程学生や若手研究者の育成につながり、国際的

な感覚を身につける機会を得ることも出来る。 

1) 肉質等の食資源動物に求められる高い嗜好性の違いについて、分

子・タンパク質レベルで明らかにすることにより、将来的には高付

加価値食資源の開発に繋がる基盤の確立が期待出来る。 

2) 遺伝子組換えによる耐病性魚を作出することは、新たな食資源の創

世に繋がる基礎技術の構築となる。 

3) DNAマーカーは天然資源管理ならびに種内での多様性について解析

する道具として利用できるようになり、天然食資源の保護と増産に

つながるとともに、観賞魚養殖の発展等に貢献できることが期待さ

れる。 

4) プロバイティクスに関する研究はグループ 2の研究とも関係するこ

とから、魚介類の成長との関係についても着目し研究を進める。こ

のことは、将来的には無投薬で、安心安全な養殖魚介類作出に繋が

る。 

5) 薬剤耐性細菌は、人医療の分野では院内感染等で問題となるが、そ

の由来あるいは拡散過程が明らかではない。養殖場における薬剤耐

性細菌の拡散伝播についてヒト由来の薬剤耐性遺伝子の比較解析に

より、薬剤耐性遺伝子の拡散機構解明に繋がる。 
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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 

  

参加者数 

  

日本側参加者数         32名 

（タイ）側参加者数         43名 

（  ）側参加者数          名 

２６年度の研究

交流活動計画 

本グループでは下記の小課題について共同研究を実施する。実施内容は

平成 25 年度までの成果をもとに進展させるものである。 

1) 養殖魚介類のリスク評価技法の開発 

*平成 25年度に引き続き、化学物質への汚染履歴を明らかにする目的

で、化学物質に暴露したティラピアを用いて、薬物代謝酵素の遺伝子

発現プロファイリングを実施し、バイオマーカーの探索を行う。この

他、養殖エビでの残留事故が多いキノロン系抗菌物質（オキソリン酸、

エンロフロキサシン）の残留スクリーニングに使用可能な ELISA キ

ットの分析法開発を行う。 
2) 養殖魚介類の感染症制御技術の開発 

*エビ類感染症を防除するための抗菌物質の探索と効果にについて実

験を行う。 

*既知の抗菌剤がエビの新規感染症 EMS に効果があるか検証するとと

もに、体内動態についても調べる。 

*簡便に魚介類の健康診断と病原微生物検出を行うためのマルチプレ

ックス PCR法の開発を行う。 

*二枚貝のノロウイルスやビブリオ等の人の病原性微生物による汚染

が懸念される状況にあり、浄化法の確立に向けた研究を引き続き行

う。 
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２６年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

 これまで同様に、日本とタイで共通するリスクの管理については、研

究交流活動により問題点の解決につながる成果を得ることが期待され

る。水産学上先端的な研究について共同研究を展開することにより、タ

イ側研究者が自律的に研究費の獲得、実用性の高い研究の設定ができる

ようになることが期待される。最終年度であることから、これまでの研

究成果をまとめ公開し、外部からの評価を受けることにより、今後のタ

イとの水産学研究の発展が期待出来る。 

1) 有害物質が検出出来無いような状況において対象動物の遺伝子発現

レベルでのバイオマーカーは過去のあるいは微量な化学物質混入を

推察する上で有効である。このようなことからも、化学物質代謝酵

素遺伝子をバイオマーカーとして利用する技術は、化学物質検出技

術と併用することで、リスク管理技術向上に繋がる。 

2) 養殖魚介類感染症撲滅のためのワクチンの利用は国際的なスタンダ

ードになって来ているが、エビのような無脊椎動物はいわゆる獲得

免疫を持たず、ワクチンの効果は期待出来ない。そこで、エビ類の

感染症防除には抗菌物質（化学合成されたものや、天然由来）が感

染防除には重要である。安心安全な養殖生産物の生産と生産力向上

に繋がることが期待されることからも、有効性のみならず残留性や

人への健康影響についても検討することにより、実用化に向けた成

果の輩出が期待される。 

3) 水産生物由来の人感染症としてノロウイルスやビブリオは世界各国

で問題となっているが、浄化法は確立されていない。本研究で、人

の対する病原微生物を養殖生産物から排除する浄化法の開発あるい

は基盤技術の確立が出来れば社会的な貢献は多大なものに成ること

が期待される。 
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８－２ セミナー 
 
整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「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-4」 
（英文）JSPS Asian CORE Program “                       “ 

開催期間 平成 27 年 3 月 6 日 ～ 平成  年  月  日（1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、東京、東京海洋大学品川キャンパス 
（英文）Japan, Tokyo, Tokyo University of Marine Science and 
Technology (Shinagawa Campus) 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）廣野育生・東京海洋大学・教授 
（英文）HIRONO Ikuo・Tokyo University of Marine Science and 
Technology,・Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

（英文）Nontawith Areechon, Kasetsart University, Associate 
Professor 

 
参加者数 

A. 60/ 60

B. 30

A. 10/ 10

B.

A.

B.

A. 70/ 70

B. 30

日本
<人／人日>

タイ
<人／人日>

<人／人日>

合計
<人／人日>

セミナー開催国
（ 日本　 ）

派遣先

派遣

 
 
A. 本事業参加者（参加研究者リストの研究者等） 
B. 一般参加者（参加研究者リスト以外の研究者等） 
 
※日数は、出張期間（渡航日、帰国日を含めた期間）としてください。これによりがたい
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場合は、備考欄を設け、注意書きを付してください。 
 
セミナー開催の目的 平成26年度は日本側の最終年であることからもセミナー開催の目

的はこれまでと同様に、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

ることも目的とする。本事業の成果を広く一般に周知出来る機会

を設けることも目的の一つとし、外部の専門家や関連業界からの

評価を受け、タイとの共同研究や人的交流を強化し発展させる。 
期待される成果 共同研究成果について両国の研究者が共有することは共同研究の

更なる発展が期待できる。また、セミナーは公開で実施する予定

で、タイの民間研究者や民間企業関係者の参加も期待される。ま

た、東南アジア近隣国の研究者を招聘する予定であり、東南アジ

アにおいて本事業が拠点と成り共同研究が発展することも期待さ

れる。これらのことは、将来的に産業に貢献できる研究ならびに

教育について討論する場が作れることから、社会貢献にもつなが

ると考えられる。さらに、若手研究者や大学院生は本セミナーに

参加することによる、アジア諸国との国際的な交流や英語による

交流を体験することが出来、将来の共同研究の発展に役立つと考

えられる。 
 最も期待することは若手並びに大学院生が刺激を受け、本事業

の次に繋がる協力体制の再構築あるいは改良が出来ることであ

る。 
セミナーの運営組織 日本側とタイ側代表者がセミナー運営について討議し、実際の運

営はカセサート大学において行う。プログラム作成においては各

研究グループリーダーにより行う。 
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開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 要旨集印刷費、会議費  金額 692,000 円 
   アルバイト 5000 円×10 人×2 日（準備を含む） 
       ×1.08% 金額 108,000 円 
合計 800,000 円 
  

 （タイ）側 内容              金額 1,800,000 円 
   R-1 共同研究費にて渡航 5 名＠180,000 円 
   R-2 共同研究費にて渡航 5 名＠180,000 円 
 

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

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

東京海洋大学・

教授・廣野育生 

タイ・バンコ

ク・カセサー

ト大学 

2014.12.1-7 本事業に関連する大学を訪問し、共同研

究ならびに事業後に関する打ち合わせを

行う。 

東京海洋大学・

教授・舞田正志 

 

タイ・バンコ

ク・カセサー

ト大学 

2014.12.1-7 本事業に関連する大学を訪問し、共同研

究ならびに事業後に関する打ち合わせを

行う。 

 

８－４ 中間評価の指摘事項等を踏まえた対応 

 中間評価の指摘事項「日本側拠点機関は明確なビジョンを示し、2 国間だけではなくアジ

ア諸国に共通して存在する、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

する諸問題を協力して解決にあたる具体的システムと協力体制つくりが必要である。すな

わち、当該分野における諸問題の解決にあたる協議会、研究センター及び基金などの設立

を期待したい。」について、平成 24 年度のセミナーからタイ以外の研究者を招聘し、交流

を深める努力を行っており、平成 25 年度はベトナム研究者をセミナー講演並びに研究討論

に招聘し、本事業の重要性を理解していただくとともに、今後の共同研究発展に期待が出

来る状況になって来た。さらに、最終年度も同様にタイ以外の国から研究者をセミナーに

招聘し、日本とタイが拠点なり、研究が周辺諸国に発展するように進める。 
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９．平成２６年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

36/ 278 ( ) ( ) 36/ 278 ( 0/ 0 )

( 15/ 90 ) ( ) 0/ 0 ( 15/ 90 )

( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

0/ 0 ( 15/ 90 ) 36/ 278 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 36/ 278 ( 15/ 90 )

<人／人日>
日本

<人／人日>
タイ

<人／人日>
合計

<人／人日>

 

 

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

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

※相手国マッチングファンドなど、本事業経費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。 

 

９－２ 国内での交流計画 

0／0  <人／人日> 
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１０．平成２６年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

経費内訳 金額 備考

国内旅費 347,820

外国旅費 6,432,000

謝金 0

備品・消耗品
購入費

405,620

その他の経費 800,000 セミナー開催

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

514,560

計 8,500,000
研究交流経費配分額以内であ
ること。

850,000

研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。
また、消費税額は内額とす
る。

9,350,000

国内旅費、外国旅費の合計
は、研究交流経費の５０％以
上であること。

研究交流経費

合　　計

業務委託手数料

 

 

 

 


