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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学： 東京海洋大学 

（タイ） 拠 点 大 学： カセサート大学 

 
２．交流分野・研究テーマ 

（和文）：新世紀における水産食資源動物の生産技術及び有効利用に関する研究 
（英文）：Productivity techniques and effective utilization of aquatic animal resources into the new 

century 
 研究交流課題に係るホームページ：http://                                         
 
３．交流開始年度 
     平成 12年度（7年度目） 
 
４．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学：東京海洋大学 
  実施組織代表者：高井 陸雄  東京海洋大学長 
 コーディネーター：青木   宙  東京海洋大学  教授 
     協力大学：北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、三重大学、京都大学、奈良先端科

学技術大学院大学、広島大学、高知大学、宮崎大学、鹿児島大学、日本獣医生命

科学大学、福山大学、北里大学、水産大学校 
     事務組織：事務局総務部研究協力課国際協力係 
相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 

     拠点大学：（英文）Kasetsart University 
          （和文）カセサート大学 
  実施組織代表者：（英文）Viroch Impithuksa 
 コーディネーター：（英文）Yont Musig, Dean 

     協力大学：（英文）Chulalongkon University，Mahidol University， 

Prince of Songukla University，Khon Kaen University，Chiang Mai  

University，Maejo University，Ubon-ratchtanee University， 
       Naresuan University, Walailuk University, Taksin University 

          （和文）チュラロンコン大学、マヒドン大学、プリンスソンクラ大学、 
    コンケン大学、チェンマイ大学、ウボンラッチャナティー大学、 

  ナレスアン大学、メージョー大学、ワライラク大学、タクシン大学 
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５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究目標 
 ２１世紀の水産業は、国連海洋法条例のもとに、沿岸海域では海洋環境を保全しつつ増養殖業による

水産資源の増産、沖合海域では魚類資源の持続的生産および水産資源の高度利用を基本にして発展して

行かねばならない。今後も増え続ける人口を養い、その生活を維持するために食用魚介類に対する需要

は世界的に強まっている。我国とタイの水産の研究に従事する研究者は２１世紀の水産業発展に貢献す

るため、深く連携をとりながら、高度な技術を駆使した、持続的産業として、水産業を発展させねばな

らない。 
 タイと日本の水産業は密接に関係している。タイの水産物は重要な輸出品目であり、特に、エビとカ

ツオ・マグロ缶詰の輸出額が大きく、この 2品目で水産物輸出額の 8割以上を占めている。日本はこの
2 品目の輸出先上位国である。また、マグロ缶詰ならびにエビ調整品ついてみれば、タイが日本の輸入
先第一位である。その他の水産物においても、タイの輸出先、日本の輸入先の上位にお互いが位置して

いる関係にある。 
 両国間の共同研究により、魚介類の種苗生産技術および飼育技術の改良、新しい養殖飼料の開発、養

殖場の環境浄化、さらに、魚介類の病気の防疫体制が確立されること等により、養殖生産量の増加が見

込まれる。 
 タイ沿岸の水産生物に対する適切な資源量の評価ならびに資源解析結果に基づく漁具・漁法等の漁業

技術の改良・開発により、生態系を維持した管理型漁業への推進・定着化が可能である。次いで、未知

海洋資源の効率的利用が図られ、付加価値向上の技術開発によりタイにおける漁業の発展が期待できる。 
 先端加工貯蔵技術の開発により、熱帯水圏特有の悪条件にも長期保存が可能な水産食品製造の実現が

可能である。長期的視野に立てば、産業の発展と国民の動物性タンパク質の確保がより容易になる。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
本プロジェクトでは 5～6のサブプロジェクトを設け、10年間の事業期間を 4年（第 1フェーズ：平

成 12-15年度）、3年（第 2フェーズ：平成 16-18年度）、3年（第 3フェーズ：平成 19-21年度）に分
け、第 1、2 フェーズ終了時に研究進捗状況等をプロジェクト内で評価し、修正変更することとしてい
る。平成 16 年度から第 2 フェーズへと移行し、研究プロジェクトに修正変更を行い、目標どおりに進
行している。以下に、研究プロジェクトと研究グループの関係についての表を示した。 
 
研究プロジェクトと研究グループの関係   

研究プロジェクト 
第 1フェーズ    

（2000～2003） 

第 2 フェーズ    

（2004～2006） 

第 3 フェーズ    

（2007～2009） 

養殖エビ類の分子生物学お

よび環境生物学的研究 

養殖エビ類の分子生物学お

よび環境生物学的研究 遺伝子工学的手法による魚

介類の改良 ゲノム情報を利用した魚介

類の機能解析 

ゲノム情報を利用した魚介

類の機能解析 
1. 水産食資源動物の生

産及び管理技術の開発 

病理組織学と分子生物学的

手法を用いた養殖魚介類の

感染症に関する研究 

魚介類の感染症に関する研

究 

魚介類の感染症に関する研

究 

環境悪化したエビ養殖池の

修復と完全閉鎖系養殖シス

テムの構築 2. 資源再生産・管理型

漁業に関する研究 
水産資源生物の持続的開発

に関する日タイ比較研究 

熱帯水域における水産資源

の保全と管理に関する研究

熱帯水域における水産資源

の保全と管理に関する研究

水産加工食品の品質改良に

関する研究 
3. 水産食資源の有効利

用と付加価値向上のた

めの技術開発 
水産加工食品および廃棄物

の付加価値利用 

海洋食糧資源の有効利用に

関する研究 

海洋食糧資源の有効利用に

関する研究 
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（１）養殖エビ類の分子生物学および環境生物学的研究 
  甲殻類の性決定機構を明らかにし、成長が早い雌を遺伝子工学的に作出するためにウシエビの未成

熟卵巣 cDNA ライブラリーを構築した。この cDNA ライブラリーを用いて発現遺伝子配列標識解析
(EST)を行った。本研究により、ショウジョウバエにおいては卵巣において特異的に発現が見られる
遺伝子と類似の遺伝子が見られた。この遺伝子の発現組織について解析したところ、メスに特異的に

発現しているものではなかったが、ウシエビの卵巣においては分子サイズの異なる遺伝子の発現が確

認され、この遺伝子が卵巣特異的に発現していることが示唆された。 
  クルマエビ類の生体防御機構を明らかにし、遺伝子工学的に病気に強いクルマエビ類を構築するた

めに、クルマエビおよびウシエビについて、ウイルス感染あるいは細菌感染エビと健康なエビの血球

の cDNAライブラリーを構築し EST解析を行った。現在までに約 3,500以上のクローンについて解析
を行い、種々の生体防御関連遺伝子がクローン化できた。 

  クルマエビおよびウシエビよりクローン化した、生体防御関連遺伝子のうち、病原微生物認識に関

与するペプチドグルカン結合タンパク質、病原微生物を包み込む分子の活性化に関与するトランスグ

ルタミナーゼならびに病原微生物が産生するプロテアーゼの働きを抑制するα2 マクログロブリンに
ついて構造を明らかにした。さらに、これら遺伝子の発現を定量的に測定するリアルタイム PCR法を
開発した。これらの遺伝子は免疫賦活剤であるβグルカン投与により遺伝子発現が上昇することが明

らかとなった。 
  クルマエビ類のゲノム情報データベースを構築した。本データベースは東京海洋大学、奈良先端科

学技術大学院大学およびチュラロンコン大学で共有できるシステムとした。 

  ゲノム解析には不可欠の巨大 DNA 断片ライブラリーとして、クルマエビ類では世界では初めて構築

に成功した。 

  クルマエビ類 cDNA マイクロアレイ ver2.0 を作製した。これらは、前回のものより遺伝子数が約 2

倍となり、詳細は遺伝子発現解析が可能となった。 

 ウシエビに病原細菌である Vibrio harveyi を感染させた際に特異的に発現してくる遺伝子の同定を

行い、79 の特異的発現遺伝子の部分配列を得ることに成功した。 
  細菌の集団感知に関わる細胞間コミュニケーション物質（autoinducer）の微細藻類細胞の増殖制御
に関する研究について実施している。エビ養殖池等の環境では、餌として与える微細藻類もしくは自

然発生的な微細藻類の増殖と、共存もしくは病原性の細菌類の増殖が競合関係にある。養殖池の環境

悪化は過度に増殖した微細藻類が死滅し、大量の溶存有機物が供給されることによってバクテリアの

増殖が促進され引き起こされる。また、エビ養殖池で増殖する微細藻類は養殖池毎にその種類が変化

し、また同一養殖池内で微細藻類の遷移が起こる。その原因は全く不明なままであり、その解明がエ

ビ養殖池の環境保全と修復の鍵となっている。このような背景において、グラム陰性細菌が細胞密度

に応じて細菌細胞間の化学的コミュニケーション（quorum sensing）物質として生産する autoinducer
が、淡水産単細胞緑藻 Chlamydomonasに対してどのような影響を与えるかについて研究した。その結
果、これらの物質が光合成電子伝達系を阻害して、微細藻類の増殖と生態分布に影響する可能性を示

した。 
  エビ養殖池における微細藻類の増殖を制御する要因として、微量元素の影響があるものと推定した。

なぜならば、主要元素はエビの餌として十分供給され、過剰供給ではあっても制限要因となっている

ことは考えられないためである。そのため、タイのエビ養殖池（主にカセサート大学実験養殖池を用

いている）から採取した微細藻類および当研究室に保存する海産性微細藻類を材料にして、まず微細

藻類細胞に蓄積されている微量元素を定量した。定量には、多元素同時解析に有効な PIXE 
(Positro-induced X-ray Emission) 分析法、 ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 
Spectroscopy)、ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy) を用いた。その結果、海産性の
ハプト藻および緑藻類において、特徴的な元素分布のあることを明らかにした。しかし、異なるエビ

養殖池から得られた微細藻類試料においては、セレン含量が一部異なること以外には微量元素組成に

特徴的な差は見られなかった。更に試料数を増やして分析を行っている。 
 
（２）ゲノム情報を利用した魚介類の機能解析 
  トランスジェニック魚において導入した遺伝子の発現制御を行うことを目的として、ヒラメ、メダ

カおよびクルマエビより種々遺伝子のプロモーターをクローン化し、構造を明らかにした。メダカよ

りクローン化した 2種類の長さの異なるトランスフェリンプロモーターの転写活性は長い方が短い方
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より強いことが明らかとなった。ヒラメからは補体第３成分、ケラチン、腫瘍壊死因子およびゲラチ

ナーゼ遺伝子のプロモーターをクローン化し、プロモーター活性をゼブラフィッシュを用いた発現系

で調べた。これら 4種類のプロモーターはそれぞれ特徴的な遺伝子発現制御活性を持つことを明らか
にした。これらのプロモーターを用いることによりトランスジェニック魚に導入した遺伝子の発現が

特定の臓器に限定できるとともに特定の刺激により、遺伝子発現を誘導することが可能となったニワ

トリのリゾチウム遺伝子をゼブラフィッシュに導入することにより、特定の細菌感染症に耐性を示す、

耐病性トランスジェニック魚の作出に成功した。 
  甲殻類の遺伝子改良を行うためには、甲殻類で目的の遺伝子を発現させるための DNA 配列が必要
である。そこで、すべての細胞で発現する遺伝子であるエロンゲーション因子（EF-1α）の cDNAを
クローン化し構造解析を行った。次いで、EF-1α遺伝子プロモーターをクローン化し、その活性を調
べた。クルマエビ由来の EF-1α遺伝子プロモーターはウシエビ細胞内で機能することが明らかとなり、
トランスジェニックエビ作出のための遺伝子発現系として利用できることが明らかとなった。ウシエ

ビ受精卵を用いた遺伝子導入法を検討した結果、遺伝子銃を用いた DNA 導入法がクルマエビ類への
遺伝子導入法として適していることがわかった。これまでに、緑色蛍光タンパク質遺伝子をウシエビ

受精卵に導入し、緑色蛍光タンパク質の発現を確認することが可能になった。 
  メコン川流域のウボンタニから下流に向けウボンラチャタニまでの間で漁村および魚市場を訪れ、

本川産の多数の淡水魚を観察し、遺伝的保全対象となる絶滅危惧種および危急種については遺伝的多

様性評価のため、これらから DNA 用サンプルを採集した。これら野生個体を用いてﾏｲｸﾛｻﾃﾗｲﾄ DNA
マーカーの開発を行った。これまでにメコンオオナマズより 7マーカーが開発された。これらのマー
カーは Pdgi-1から Pdgi-7と命名された。メコンオオナマズより得られたこれらマーカーを用いて、野
生個体における遺伝的変異性を調べたところ全てのマーカー座の遺伝子型が同じ個体の組合せは観

察されなかった。このことはメコンオオナマズの野生個体が高い変異性を有している可能性を示した。

また、Pangasinodon gigasおよび P. sanitwongseiの遺伝的多様性が非常に少ないことが明らかとなり、
両種は絶滅の危機に瀕していることがわかった。 

  熱帯性アワビ 3種 Haliotis asinina, Haliotis ovina, and Haliotis variaを特定するための RAPDマーカー
を開発した。 

  ヒラメの cDNAマイクロアレイ ver4.0を作製した。本マイクロアレイを用いることにより、ヒラメ
の遺伝子発現プロファイリングが従来のものより詳細に解析が可能となった。 

 
（３）魚介類の感染症に関する研究 

タイ国にとってエビ類は大変重要な輸出産物であるが、エビ養殖にあたって多発する感染症はウイ

ルス性、寄生虫性疾病を含め、抗生物質で対処できないものが非常に多い。それら感染症に対して日

本と同様に、生体防御能を利用した防除対策が模索されている。しかし、エビ類についてはその生体

防御能についての基礎的知見が乏しく、このプロジェクトではエビ類の生体防御能の特徴を明らかに

することから始められた。エビの血球から産生される一酸化窒素の測定系の確立を試みた結果、エビ

においては脊椎動物同様に一酸化窒素の産生が確認された。 
 大腸菌で発現したWSVの構造タンパク質（rVP26およびrVP28）をクルマエビに接種し１か月後に
WSVで攻撃したところ、クルマエビはWSVに対し抵抗性を示した。この結果により、rVP26および
rVP28はWSに対するワクチンとして使用可能であることが示された。この様にエビ類にも脊椎動物と
類似の免疫反応があることが分かった。さらにWSの予防策を確立するため、消毒剤および海水電解
殺菌装置の開発、ウイルスキャリアーとなる甲殻類の駆除法、およびフコイダンや免疫賦活物質によ

る予防効果を検討し、本病に対する総合的な防疫対策の具体的方向性を明らかにすることができた。 
また、エビ類養殖では細菌性疾病による被害も大きい。細菌感染症の治療は抗菌物質が使用されて

いるが、抗菌物質の残留は公衆衛生上の大きな問題で、タイ国のエビ養殖産業にとっても大きなリス

クとなる。養殖ウシエビにおける水産用医薬品の代謝、適正投与、残留などについて、薬物速度論的

手法を用いて研究を行った。2002年から 2004年までは、その基礎実験として、エビへの抗菌剤の強
制経口投与や血リンパ管投与法の検討を行った。さらにオキシテトラサイクリンを用いて比較薬物動

態を調べた。オキシテトラサイクリンの残留性から判断して、その投与後１か月間を休薬期間として

置く必要があることが明らかとなり、エビ類養殖に使われる抗菌物質の公衆衛生上の問題を研究する

にあたって、今後のモデルケースとなった。 
  この他、魚類養殖がタイ国内で盛んに行われており、各種の病気が発生し大きな問題となっている。
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その対策としてワクチンや免疫賦活剤など免疫療法が今後の主流となることは明らかである。レンサ

球菌感染症はタイ国でも猛威を振るっているが、現在その原因菌であるレンサ球菌のワクチン開発が

急がれている。そこで、我々はワクチンの作用機序を探るため細菌の何が抗原となっているかを調べ

た。その結果、細胞表面には線毛が存在しており、この線毛が感染防御に関与している可能性が認め

られた。一方、病原因子である莢膜は感染防御抗原ではないことが分かった。次いで、免疫賦活剤で

あるペプチドグリカンを投与した魚で発現する免疫関連遺伝子の解析を行った。その結果、ＣＣケモ

カイン、ＣＤ１８、インターロイキン１など免疫系の遺伝子の発現が確認された。また、プロバイオ

テイクスやハーブの利用を進め、抗ウイルス物質の産生腸内細菌や各種ハーブの餌料への添加効果を

検討し、その可能性が示された。 
我国において 2002 年から深刻な被害を与えているコイヘルペスウィルス症は東南アジアまたは中

国から日本国内に伝播したと考えられている。タイ国において観賞魚や養殖魚の新しい疾病が発生し、

報告されている。この様な新しい感染性疾病は、観賞魚や養殖種苗の輸入を通して日本国内に広がり

深刻な被害を与えることも考えられる。そのためタイ国で新しい疾病の発生を十分把握しておくこと

は防疫上の重点課題である。観賞魚種におけるアメーバ症および真菌症の症例を多数収集し、病魚か

らの原虫および真菌の分離培養および病理組織標本作製を実施した。これまでに得られた原虫株およ

び真菌株の同定を行った。また、化学療法にもかかわらず観賞魚に大量死を繰り返し起こす疾病につ

いて病理組織学的に検討し、その本体が Mycobacterium 感染症であり、現在市販されている化学療法
の効果がないことを明らかにした。同時にタイの養殖魚および天然魚から分離された Mycobacterium
株のすべては 16Sリボゾーム RNA遺伝子配列より Mycobacterium marinumと同定された。系統樹を作
成した結果、タイから分離された菌株は、M. marinumの標準株に近かった。 

  エビ類の新しいウイルス性疾病に対応するため、新しいエビ由来の培養細胞法が求められている。

クルマエビの卵巣細胞の培養方法について検討し、初代培養方法を確立するとともに、試験管内での

細胞の増殖を確認した。今後、本培養細胞を用いて、継代細胞の樹立と各種エビ病原ウイルスの分離

が可能となる。 
  感染症のバイオコントロールとして、バクテリオファージを用いた魚類の細菌感染症の防除および

弱毒ウイルス（アクアビルナウイルス）を用いた魚類ウイルス病の防除に関する基礎的研究、ならび

にウイルス性神経壊死症のワクチン開発に関する研究を行った。  

  養殖魚に対するプロバイオティクスの効果を、分子生物・病理組織学的に検討し、プロバイオティ

クス投与魚における死亡率の減少が認められ、また、ワクチン投与により抗体価や補体価の上昇が観

察され、魚病対策として有効であることが判明した。 

 
（４）熱帯水域における水産資源の保全と管理に関する研究 
  タイ国において、タイ湾でのトロール操業による資源枯渇は大きな問題であり、同時に底魚類から

表層性回遊魚へ漁獲対象を転換しての乱獲が進行中という厳しい状況にある。この解決のために、沿

岸漁業、沖合漁業の持続的発展を目指して、合理的な資源開発の技術を構築して行くことが最優先課

題であり、日本で進められている資源管理型漁業の方向性を定着させ、責任ある漁業体制の確立に向

けた研究を行うものである。そのために、カセサート大学、東南アジア漁業開発センターおよびタイ

国水産研究所との交流から、アジアの熱帯水域で直面する漁業資源の窮状に対して技術面からどのよ

うな対応を行うかの議論を進め、集魚灯漁業ならびに漁獲選択性の問題をとりあげて、特にトロール

漁業の混獲投棄問題について集中的な検討を進めてきた。この問題はアメリカ合衆国が海亀混獲の生

じうるエビトロールの漁獲物輸入禁止を打ち立てたことに関連し、先ずはタイ国内で海亀混獲防除装

置の導入を開始し、さらにこの技術を幼稚魚混獲防除装置として転用するに至っている。東南アジア

漁業開発センターは、タイ国内で完成した技術を域内のフィリピン、マレーシア、インドネシア等の

各国へ技術移転する努力を続けており、東南アジア全域を対象とした大きな事業となってきている。

また、沿岸域資源管理のための技術的対応として現状の漁具漁法の現地調査を行い、特に集魚灯漁法

の光源種類と出力についての情報を収集してきた。この他に、沿岸での小規模漁業者の協業化による

資源管理を目的として、日本の定置網技術の導入プロジェクトがタイ湾で実施されており、これに協

力して定置網敷設と操業技術指導に参加してきた。漁業技術についてはトロール混獲防除技術、定置

網漁業導入による沿岸域管理、集魚灯漁法、また、ガザミ籠漁法の共同研究を遂行した。 
  資源生物学に関する分野では、魚類、甲殻類、頭足類等の水産重要種についての成長と再生産機構

に関する研究を展開してきた。魚類については耳石を用いた年齢査定と日成長解析の技術指導を行い、
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アンダマン海のマグロ類についての漁獲物年齢構成に関する研究を行っている。他に、沿岸性、沖合

性のカニ類とイカ類について各地でのサンプリングを終了し、解析作業に取り掛かっている。また、

魚類の耳石による年齢形質の解析について実験を進め、研究結果のとりまとめを行った。 
  平成 17年 11月に鹿児島大学で開催された日本水産学会漁業懇話会にタイ側研究者とともに参加し，
それぞれの研究発表並びに意見交換を行った。 

 
（５）海洋食糧資源の有効利用に関する研究 
  タイ湾で漁獲され冷凍すり身製造に使用される魚種を対象に、魚肉タンパク質のゲル形成能を幅広

く調べた。その結果、極めて近種である 2種類の bigeye snapper、Priacanthus tayenusと P. macracanthus
のゲル形成能が大きく相違することを見出し、その原因を追及した。P. tayenus に比較して、P. 
macracanthus筋肉はよりタンパク質の分解を受けやすいこと、氷蔵中に Ca-APTase活性が減少し、ミ
オシンの変性が進行すること、内臓を除去して氷蔵するとタンパク質分解がかなり抑制されることが

明らかになった。また、両魚種間で顕著にゲル形成能が相違するのは、両魚肉の筋原繊維タンパク質

の氷蔵中における分解と変性の速度が異なることに起因することを示唆した。 
  すり身製造に使用されるタイ産魚類(croaker、エソ、イトヨリダイ、bigeye snapper)のゲル形成能に
及ぼす凍結貯蔵(-18℃、24週間)の影響について検討し、いずれの魚種も冷凍貯蔵中に魚肉筋原繊維タ
ンパク質の Ca-ATPase活性が減少し、Mg-EGTA-ATPase活性は増加することから、タンパク質が変性
を起こしていることを明らかにした。エソは他の魚種に比べて、その傾向が最も大きかった。また、

すべての魚種においてジスルフィド結合の増大が観察され、かつα -glucosidase とβ
-N-acetyl-glucosaminidase活性が保水性の低下に伴って増加した。すり身ゲルの破断強度、破断凹みは、
凍結貯蔵時間とともに減少した。これらのことから、冷凍貯蔵中におけるタンパク質変性は魚種によ

ってある程度異なることを明らかにした。 
  エソのタンパク質変性が特に顕著であったため、その原因を探求した。エソは他の魚種に比べてホ

ルムアルデヒドを生成し、タンパク質溶解性が低下することが判明した。ゲル形成能の減少も、

Ca-ATPase活性の低下とホルムアルデヒドの生成に起因していた。また、エソの trimethylamine-N-oxide 
demethylase(TMAOase)を部分精製して、その性状を詳細に検討した。本酵素の活性発現には塩化鉄、
アスコルビン酸、システインが不可欠であることが判明した。酵素は食塩濃度 0.5M までは活性を示
した。酵素の Km値は 16.2mMで、本酵素は TMAOから DMAとホルムアルデヒドを生成する反応を
触媒することを明らかにした。酵素の分子量はおおよそ 128kDaであった。 

  水産食品の品質改善にあたって、微生物由来のトランスグルタミナーゼ(MTGase)とキトサンの添加
効果について調べた。2種類の bigeye snapperの酸化および未酸化の天然アクトミオシン(NAM)に対す
る MTGaseの効果をまず検討した。MTGaseの添加はかまぼこゲルの破断強度を増大させた。酸化さ
れたアクトミオシンを含有する魚肉のゲル家性能が低下し、結果としてMTGaseによる坐りに変性し
た NAMの存在が不可欠であることを明らかにした。さらに barred garfishすり身のゲル形成能に及ぼ
すキトサンの影響を検討した。キトサンを 1%添加するとゲル強度が増加したが、すり身に EDTA を
添加するとこの効果は失われた。これらの結果より、キトサン添加によるゲル強度の向上は内在性

TGaseに起因することが示唆された。 
  タイで製造されるイカ乾燥品は極めて硬いため、消費量が少ない。そこで、乾燥イカ肉をアルカリ

処理して、製品のテクスチャー改善を試みた。乾燥イカ肉を 10 倍量の 0.15M 炭酸ナトリウム溶液に
20時間浸漬した。アルカリ処理によりイカ肉の水分含量と灰分量が増え、肉質は柔らかくなった。ア
ルカリ処理がイカ肉を構成している繊維状構造を破壊するために、保水性が向上することが分かった。 

  もう一つの一連の研究では、加熱加工水産食品の最終到達温度の測定方法を検討した。加熱加工さ

れた水産食品の中心部が何度まで加熱されたかを、製品として消費する段階で知ることは、食品の安

全性の観点から極めて重要である。方法としては、タンパク質凝集法、アクリルアミド電気泳動法、

酵素活性法、近赤外吸収スペクトル法である。使用した魚介類は、クロカジキ、カツオ、タイ、クル

マエビ、ホタテ貝柱である。考案した各種測定方法のうち、最も迅速で正確に最終到達温度を測定で

きたのは近赤外吸収スペクトル法で、最終到達温度が 60～100℃の範囲で、極めて短時間に 1.9～3.1%
の誤差で測定できることを明らかにした。 

  未利用水産物の利用として今年度はイカ類内臓中の抗酸化成分の探索を行った。ヤリイカ肝膵臓か

ら抽出した抗酸化成分（AUC）を添加したタラ肝油のハイドロパーオキサイドの生成量は、コントロ
ールに比較して有意に低く、AUCの魚油酸化効果が確認された。 
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タイにおける重要な産業であるシルク産業において未利用な蚕さなぎの有効利用法の開発として、

蚕さなぎを動物用飼料として有効利用を目指した研究を実施した。カイコ蛹には多量の 18:3n-3 が含
まれていること、および n-6系脂肪酸の含有量は少ないことが明らかとなった。日本の養蚕農家数は
繭価の低迷や後継者不足により年々減少してきている。一方、タイでは養蚕業が重要な産業の一つと

なっている。高額で取引される絹糸および生地はカイコの幼虫が蛹から成虫に変体する過程で作られ

る繭を紡いだものであるが、絹糸を紡いだ後に残る蛹は廃棄物として処理される。本研究は、カイコ

蛹油を食餌用脂質として利用することで、未利用資源であるカイコ蛹を有効に利用することを目的と

した。 
  カイコの体脂肪酸組成は食餌性脂質を反映することが明らかになった。すなわち、ｎ-3系脂肪酸で
あるα-リノレン酸 (18:3n-3)を多く含む桑の葉を飼料として飼育したカイコには、体脂肪酸に 18:3n-3
の含有量が高いことを確認した。また、カイコ蛹油はエマルションよりもバルク状態において酸化安

定性が優れていた。ラットの飼育試験の結果は次の通りである。肝臓および血球の脂肪酸組成は、対

照群と比較してカイコ蛹油給餌群およびタラ肝油給餌群のリノール酸とアラキドン酸が有意に低値

を示した。さらにカイコ蛹油給餌群の体重増加量は対照群と比較して有意に低値を示した。また、肝

臓中の総脂質含量はカイコ蛹油給餌群、タラ肝油給餌群が有意に低値を示した。生化学的検査では、

グルコース値が対照群よりも有意に低値を示した。以上の結果より、カイコ蛹油は、n3系脂肪酸に富
んだ機能性食品への応用が期待できる未利用資源であることが明らかになった。このように、 ラッ
トの血中および肝臓の中性脂質含量を低下させ、血糖値を低下させる機能を有することを見出してい

る。中性脂質含量低下作用は魚油（タラ肝油）と同等であり、血糖値低下作用はカイコ蛹油特有であ

った。血糖値低下における作用機序の詳細は不明であるが、中性脂質低下作用を併せ持つことから、

インスリン非依存性Ⅱ型糖尿病の改善に有効であるものと期待される。今後の課題として、ブドウ糖

負荷試験における血糖値上昇抑制効果および高血糖症発現ラットに対する発症予防効果を確認する

必要がある。 
  すり身工場などから多量に廃棄される魚類の皮、骨に含まれるコラーゲン、ゼラチンにまず注目し、

タンパク質の適正な抽出方法とその利用方法として、生分解性・可食性フィルムの開発を行った。ま

た、廃棄される内臓から、各種分野で利用される酵素類の抽出と精製を試みた。 

  食品の加工・貯蔵中に進行する一重項酸素酸化と自動酸化で HPO 組成とカルボニル化合物組成の相

違を詳細に検討し、低分子カルボニル化合物に起因する主ににおいの相違を明らかにした。 
 
７. 平成１８年度の研究交流目標 
 平成１８年度は共同研究の第 2フェーズの最終年となることから、研究テーマ毎の目標を達成すべく

共同研究を展開するとともに、共同研究の第 3フェーズへの計画も踏まえ、コーディネーターならびに

各研究テーマのリーダーは密接に連絡を取りながら、若手研究者の養成、社会への貢献も考慮し、本事

業を進展させていく。さらに、平成 17 年度事業報告書に挙げた今後の課題・問題点を克服するため、

両国の研究者は共同研究を実施する。 
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８. 平成１８年度の交流事業の概要 
８－１ 実施する共同研究 

１．養殖エビ類の分子生物学および環境生物学的研究 

   耐病性エビ作出を最終目標とし、クルマエビおよびウシエビを用いた cDNAマイクロアレイによる

病原微生物感染時の遺伝子発現の解析を行う。病原微生物感染時に特異的に発現が増強した抗微生物

タンパク質産生遺伝子にターゲットを絞り、これら遺伝子を導入しトランスジェニックエビを作出し、

耐病性を調べる。また、エビの成熟に関与する遺伝子の解析も同時に進める。これまでにクローン化

したクルマエビ類の有用遺伝子については RNA 干渉の技術を使用し、機能解析を実施する。これら

により、効率的に有用形質発現エビの交配研究を進めることが出来る。また、エビ養殖池の元素組成

およびその濃度変化とエビ個体の元素組成とエビの成長速度の関連を明らかにし、エビ養殖池の環境

変化とエビの健康度をエビ生体含有元素組成を測定して評価する。 

 

２．ゲノム情報を利用した魚介類の機能解析 
 魚介類の各種臓器で発現している EST解析を引き続き行うとともに、個々の有用遺伝子の構造や機

能について解析を行う。同時にマイクロアレイを用いた遺伝子発現解析および生体防御機構を遺伝子

発現レベルで解析する。また、これまでに構築したヒラメおよびエビの遺伝子発現系を用い、有用形

質発現トランスジェニック魚介類の作出を実施する。 

 
３．魚介類の感染症に関する研究 

  これまでに明らかにされた，エビ血球と卵巣細胞の培養を用いて，タイをはじめとする東南アジア

で猛威をふるっているウイルス病の病原ウイルスの培養を試みる。これによって，病原ウイルスの特

徴が明らかとなる。 

  タイでは，北部地域のナマズ，南東地域のカニの卵や幼生において，ミズカビ病が無視できない問

題となっているので，その防除法を確立する。 

  安全な養殖エビを生産するために、適正養殖規範を作成することが望まれる。水銀やカドミウムな

どの重金属の養殖エビへの蓄積は、今後、適切に管理する必要がある。そこで、本研究では、重要管

理点を明らかにするため、養殖エビ、養殖用水、泥および養殖用飼料のカドミウムの汚染実態を調査

する。 

  重要な水生動物由来ヒト感染症と考えられるアメーバ症および抗酸菌症に焦点を絞り、タイ国内で

飼育されている観賞魚におけるこれらの疾病の発生状況および原因原虫および細菌の分離培養と病

理学的検査を行なう。本研究は産業動物としての観賞魚の健康管理のみならず、公衆衛生学的にも貴

重な情報を提供することが期待される。 

  魚類の腸内細菌層を制御することで魚類ウイルス病の発生を制御する、いわゆるプロバイオティク

スについて、現場応用可能なタイプのものを検索する。その結果、食品として安全な養殖魚の生産を

可能となる。 

  ミコバクテリア症の防除法を確立するため、感染環を明らかにする。 

 

４．熱帯地方における資源保護と管理のための漁業生物学的研究 
  これまでの漁業技術並びに資源生物に関する共同研究を前進展開し，成果導出に向けるものである。

そのなかで，漁業技術については，10月に定置網漁業導入による沿岸域管理についてワークショップ
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の開催を計画する。他に，トロールの混獲防除技術，集魚灯漁法の合理的展開，カニ篭漁具の選択性

向上の項目についても共同研究を継続する。資源生物については，魚類・甲殻類・頭足類の成長と繁

殖に関する研究をさらに進め，担当者受け入れによる研究の深化を図るとともに，栽培漁業に関する

新しい分野の導入を開始する。 
 
５．海洋食糧資源の有効利用に関する研究 
 水産食品は栄養価に富み、さらに医薬的成分などを含有するものが多いため、国内や国際市場にお

ける水産食品の需要は確実に増加し、今後はさらに品質を向上させて市場競争に打ち勝つことを常に

認識しながら研究・開発を進める必要がある。また、効率や収率を上げて利潤を増やすこととは別に、

公害を減らし、環境に配慮した水産食品加工方法の開発も望まれている。このような状況の下、加工

残滓を再利用し、廃棄物を限りなくゼロに近づける努力が必須である。また、より付加価値のついた

水産食品の生産にも心がけねばならないし、海洋資源の過剰漁獲による水産加工食品原料の枯渇も心

配である。このような多くの問題を抱える海洋食糧資源をいかに持続的に有効利用するかについて、

各研究プロジェクトを前年度に続いて遂行する。 

 
８－２ セミナー 

平成 18 年度は「新世紀における水産食資源動物の生産技術および有効利用に関する研究-II」をタ

イトルとし、これまでの研究成果をまとめたものを講演する形でセミナーを開催する。日程は平成 18

年度 12 月中旬の 3 日間とし、タイ国カセサート大学を予定している。セミナーの前後に各サブジェ

クトリーダーによるワークショップも計画している。 

 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

例年どおり、コーディネーターが相手国を訪問し、共同研究の進捗状況と、今後の共同研究の実施

について話し合う。さらに、協力校へも訪問し、共同研究の状況について話し合いを行う。 
平成 18 年度は、日本側拠点大学の実施責任者である東京海洋大学学長が相手国側拠点大学である

カセサート大学ならびに協力校を訪問し、拠点交流事業の状況並びに、今後の本拠点交流事業の進め

方等を話し合う。 
 
９. 平成１８年度交流人数・人日数総表 
９-１ 相手国との交流計画 

               （単位：人／人日） 

JSPS NRCT ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 合計     派遣先 

派遣元 m/md m/md m/md m/md 

JSPS 実施計画  49/340  49/340 

NRCT 実施計画 29/431   29/431 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 実施計画  1/7  1/7 

合計 実施計画 29/431 50/347  79/778 

９-２ 国内での交流計画 

      ０／０   （人／人日） 

 


