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様式８ 

アジア研究教育拠点事業 
平成２２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（ 1 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, King Mongkut’s Institute of 

Technology Ladkrabang 
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（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。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、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、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。以上のような背景

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の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ために共同研究と研究者交流を実施する。 

 本事業では、若手の教育と研究・教育者のネットワーク構築を目的とし、国際感覚を

有した研究者を育てるという観点から大学院博士課程学生ならびに助教クラスの若手

研究者の派遣や受け入れを積極的に実施する。さらに、英語で研究を紹介し、討論する

機会を与えるために、毎年開催を予定しているセミナーにおいて若手研究者発表のセッ

ションを設ける。中堅以上の研究者については相手国への派遣の際に、受入れ大学のみ

ならず本事業に参加している他の大学関係者にも広く周知して若手研究者や大学院学

生を対象とした講演を実施し、相手国を訪問する機会がない若手研究者や大学院学生へ

の情報提供及び育成に努める。また、セミナーにおいても、研究成果の報告のみならず
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新たな人的ネットワーク構築に努める。 

 

６．平成２２年度研究交流目標 

 共同研究では、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中心に行う。また、中堅以上の研究者の交流は短

期（1 週間以内程度）とし、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

貢献を期待する。若手研究者大学院学生の受け入れに当たっては、個々の研究課題につい

てのセミナー形式によるディスカッションにより、若手研究者養成の実質化を図る。研究

内容は、これまでの拠点大学交流事業により得られた成果を発展させるために、バイオテ

クノロジーグループは水産有用因子に関する遺伝子の構造や機能の解明に着手するととも

に、有用品種作出のための分子育種技術開発を進める。リスク管理に関する研究グループ

では、まず、生産段階においてどのようなリスクが有るかのモニタリングを行い、リスク

のリスト化を行う。リスクの一つである魚介類感染症の防御技術の開発に関する研究にも

着手する。 

 

７．平成２２年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 

平成 21 年度まで実施して来たタイとの水産学分野における拠点大学交流事業を基盤として

開始した本事業であるが、今年度はあらためて研究協力体制の確認を行うために、日本側

コーディネーターはカセサート大学、チュラロンコン大学、コンケン大学、ワライラック

大学を訪問し、研究者のみならず学部長や理事と会談し、本事業への研究協力について意

見交換を行った。コンケン大学ならびにワライラック大学を訪問した際には、新設された

研究設備を見学し、今後の更なる研究の発展が感じられた。平成 22 年度はタイ側の予算開

始時期が 10 月であったことと震災の影響により、タイ側からの来日者は尐なかったが、日

本側コーディネーターならびに研究グループリーダーがタイを訪問し、研究協力体制の発

展に努めた。 

 

７－２ 学術面の成果 

 相手国からの貢献としては、まず、大規模なワクチン試験があげられる。我が国では大

規模なワクチン試験をすることは容易ではないが、タイ側研究グループが所属する施設で

は数百尾単位での試験が可能であり、研究が発展出来た。実験材料についても、タイ側か

らの提供により研究を発展させることが出来た。それは日本が食用として多量に輸入して

いるウシエビとバナメイエビであるが、これらのエビは我国では生体はほとんど手に入ら

ない。しかし、タイでは養殖していることから生体を実験材料として用いることが出来た

ことから、クルマエビ類の肉質研究や、収穫後の可食部の科学的な変化についての研究に

貢献した。 

 日本側としては、日本側研究者の先端的な研究手法（病原微生物検出法、魚類培養細胞
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作製法、DNA マーカーの開発等）をタイ側に伝えることが出来たことから今後の共同研究

の発展が大いに期待されるところである。 

 

７－３ 若手研究者養成 

 震災の影響により日本側で開催予定であったセミナーをバンコクで開催したが、その際

に、日本側の発表者として大学院学生や若手教員が研究発表を行い、タイ側も研究代表者

ではなく、若手研究者による研究発表が行われ、両国の若手研究者による意見交換や交流

の場を設けることが出来た。バンコクでは 2 回（7 月と 11 月）のセミナーと魚類培養細胞

樹立に関する実験指導を実施し、タイ国の大学院生や若手研究者養成に努めた。 

 

７－４ 社会貢献 

 タイ国への社会貢献としてはバンコクで開催した若手研究者対象のセミナーへのタイ国

社会人の参加を認め、民間企業の者がタイと日本における水産学・水産業について学ぶと

ともに、食の安心・安全への日本の取り組みを学ぶ場を設けることが出来た。その際に、

タイ国の食品産業や養殖業における問題点等について話を聞き、それらについてアドバイ

スを与えることが出来た。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 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、本事業は相手国

側にマッティングファンドを必要とする事業であり、拠点大学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。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数   15 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  12 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの 5 本 

 

 

８．平成２２年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

 研究グループ 1 の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で

は、以下の成果を得ることが出来た。まず、3 種類のエビの筋肉タンパク質組成に関与する

遺伝子発現量が異なることが明らかになり、今後、エビ類の食感や味に関する研究が発展

出来る可能性を示すことが出来た。クルマエビの抗菌タンパク質には、生存に必須のもの

とそうでないものが存在することが明らかとなった。ヒラメをモデルとして、病原微生物

感染を調べる際のバイオマーカーになる遺伝子を複数得ることが出来、今後、魚類の健康
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診断マーカー開発が期待出来る成果が得られた。エビ類をはじめとするポストハーベスト

における黒変防止にエノキタケ廃棄屑中の新規天然抗酸化成分エルゴチオネインが有効で

あることを明らかにし、産業への応用の可能性がみられた。メコンオオナマズと同様タイ

においては重要な産業対象種となっている Hemibargrus wyckioides の親魚より DNA 抽出用

の鰭片サンプルを得ることが出来、次年度以降に共同研究としてマイクロサテライト DNA

マーカーの開発や親魚の遺伝子型特定を行うことが可能となった。ヒラメ、ブリおよびク

ルマエビの大規模遺伝子発現プロファイリングを可能にするマイクロアレイのデザインを

することが出来た。養殖場環境生物の生化学・分子生物学的機能解析として、タイのエビ

養殖場の底泥分析方法について、実験法（特に各種酵素活性の検出法と微生物検出法）に

ついて実験設備の確認をタイ側研究者と行うことが出来た。また、国内においては、底泥

分析方法について 2 種類の酵素検出法を確立出来た。 

 研究グループ 2 の養殖魚介類のリスク管理技術開発に関する研究では、まず、養殖魚介

類のリスク評価技法の開発のために、今年度は情報収集と基礎的な実験を実施し、来年度

以降の共同研究の方向性を決めることが出来た。特に、養殖用飼料を介してロイコマラカ

イトグリーンの汚染が起こる事例が我が国の養殖魚で発生したため、飼料中のロイコマラ

カイトグリーンの汚染状況を把握するため、飼料中のロイコマラカイトグリーンの残留を

ＥＬＩＳＡ法で検出するための条件設定を行い、それに基づいてタイ国内で流通している

エビ用配合飼料のモニタリングを行った。その結果、現状ではロイコマラカイトグリーン

に汚染された配合飼料は流通していないことが明らかとなった。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､これまで研究例が尐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。大規模なウイルス性神経壊死症に

対する不活化ワクチンを実施することが出来、有効な成果を得ることが出来た。ワクチン

の評価系マーカーになる可能性のある遺伝子を得ることが出来た。ボラの新たな寄生虫で

ある Myxobolus supamattayai n. sp を発見するとともに，Sphaerospora epinepheli (Myxosporea: 

Bivalvulida) の新たな宿主として，産業上重要な orange-spotted grouper を報告した。エビ類

の新しいビブリオ菌の病原菌である Vibrio nigripulchritudo の 16S リボゾーム RNA と 23S リ

ボゾーム RNA のスペーサー領域の DNA の塩基配列を分析し、LAMP 法による遺伝子診断

法を開発することが出来た。さらに、V. nigripulchritudo に感染したエビの種々の免疫関連遺

伝子の発現が上昇することがわかり、本菌に対する免疫応答の詳細を明らかにする手がか

りを得ることが出来た。 

 

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、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、本事業の研究成果および今後の研

究について、研究者間の情報交換の場を設けた。本セミナーは公開で行い、タイ側から 5

題の研究発表、日本側からは 4 題の研究発表を行った。日本から参加した 6 名のうち、廣



 

 

 6 

野は本事業についての紹介を行い、舞田は座長として研究発表の進行を行った。他の 4 名

は研究発表を行った。参加者はタイ側 58 名および日本 6 名（うち平成 22 年度予算 3 名、

平成 23 年度予算 3 名）の合計 64 名であった。タイ側参加者のうち参加研究者リストに記

載されていない研究者は 43 名で、それらの多くは大学院学生であり、若手研究者の交流を

行うこと出来た。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 タイ側コーディネーターは平成 23 年 3 月中旬に東京海洋大学にて交流予定であったが、

大震災の影響で、来日便が関西空港に着陸し、東京に来ることは出来ずに帰国した。 

 日本側コーディネーターは平成 22 年 7 月にタイのカセサート大学を訪問し、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。日本

側コーディネーターおよびグループリーダーは、大学院生を対象としたセミナーをカセサ

ート大学水産学部にて開催し、これから水産学を担う若手人材育成に努めた。日本側コー

ディネーターおよびグループリーダーはタイ側協力校の内、本事業への参加人数が多く、

グループリーダーも所属するチュラロンコン大学ならびにタイ国水産局も訪問し、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、タイ国留

学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２２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> 

 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  31/261    31/261 

実績 35/229    35/229 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 21/256     21/256 

実績 （4/198）    （4/198） 

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 21/256 31/261    52/517 

実績 （4/198） 35/229    35/229

（4/198） 

 

※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・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２２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 2010 研究終了年度 2014 

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  16/141  16/141 

実績 20/103  20/103 

 

<人／人日> 

実施計画 10/130   10/130 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 10/130 16/141  26/271 

実績 0/0 20/103  20/103 

② 国内での交流       0人／人日 

２２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 

 魚介類有用遺伝子として、肉質の良し悪しに関係する筋肉タンパク質に

ついて、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）

についてその構造及び遺伝子発現について解析した。 

 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はク

ルマエビ類の生体防御メカニズムを明らかにすることが重要であると考え

られることから、RNA 干渉法を用い、クルマエビ類の免疫関連因子のノッ

クダウン法により機能解析を行った。 

 養殖魚介類の健康状態について、血中タンパク質や遺伝子発現状態によ

り把握することは、効率的な養殖を進める上で重要である。そこで、今年
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度は魚介類が病原微生物に感染した際に誘導発現される因子をマイクロア

レイにより解析し、バイオマーカーとなる因子の探索研究を行った。 

 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。エノキタケ廃棄屑中の新規天然抗酸化成分エルゴチオネイ

ンの出荷直前給餌による黒変し難いエビ生食体の創生と、DOPA キノン生

成を抑制する同抽出溶液への浸漬処理実用化技術の確立をめざして生化学

的・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 年度はゼブラフィッシュをモデルとして、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

ブラフィッシュの作製を開始した。標的とする病原ウイルスはゼブラフィ

ッシュに対して病原性があり、水産養殖においても深刻な問題となってい

るイリドウイルスと 2 種類のラブドウイルスとした。 

 

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 

 平成 22 年度はメコン川に棲息する魚介類の多様性を解析できる多様な

DNA マーカーの開発を行うための研究を実施した。 

 

4. 魚介類大規模遺伝子発現プロファイリング 

 魚介類の生理・生命現象を理解するには、魚介類の発生、棲息環境、ス

トレス等の様々な外的要因あるいは内的要因の影響下でどのような遺伝子

の発現が誘導あるいは抑制されるのかを明らかにすることは重要である。

そこで、本研究では、我々がこれまでに開発して来た魚介類の大規模遺伝

子発現プロファイリング技術をさらにバージョンアップした技術基盤を構

築するために、平成 22 年度は魚介類の遺伝子配列情報の収集と生物情報学

的解析を行った。 

 

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。今年度は、わが国ならびにタイのエビ養殖場の底泥を採集し、生物相

の違いを比較、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 

 3 種類のエビの筋肉タンパク質組成に関与する遺伝子発現量が異なるこ
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とが明らかになり、これらのエビの食感や味に関与することが示唆出来た。 

 クルマエビの 3 種類の抗菌タンパク質（c 型リゾチウム、i 型リゾチウム、

ペナエイジン様ペプチド）についてノックダウンを行ったところ、2 種類

の抗菌タンパク質（c 型リゾチウム、ペナエイジン様ペプチド）はクルマ

エビの生存に必須であることが明らかになったが、i 型リゾチウムをノック

ダウンしても病原微生物に対する感受性に影響は無かった。 

 ヒラメをモデルとして、異なる病原微生物を接種した際の遺伝子の大規

模プロファイリングを行ったところ、特徴的な遺伝子発現パターンが見ら

れ、今後、これらの遺伝子のいくつかは病原微生物感染を調べる際のバイ

オマーカーになる可能性が示唆された。 

 ブラックタイガーとバナメイのポストハーベストにおける黒変防止を目

的とした実験により、エノキタケ廃棄屑中の新規天然抗酸化成分エルゴチ

オネインが有効であることを明らかにした。 

 

2. 耐病性トランスジェニック魚の作出 

 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。今後、F2 世代まで作出する必要がある。 

 

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 

 メコンオオナマズと同様タイにおいては重要な産業対象種となっている

Hemibargrus wyckioides の親魚より DNA 抽出用の鰭片サンプルを得ること

ができた。今後、マイクロサテライト DNA マーカーの開発や親魚の遺伝子

型特定を行うことが可能となった。 

 

4. 魚介類大規模遺伝子発現プロファイリング 

 今年度は実験的な遺伝子配列情報収集と、バイオインフォマティクス解

析によりヒラメ、ブリおよびクルマエビの大規模遺伝子発現プロファイリ

ングを可能にするマイクロアレイのデザインをすることが出来た。 

 

5. 養殖場環境生物の生化学・分子生物学的機能解析 

 タイのエビ養殖場の底泥分析方法について、実験法（特に各種酵素活性

の検出法と微生物検出法）について来年度以降の実験についての打ち合わ

せと実験設備の確認をタイ側研究者と行うことが出来た。国内においては、

マクロベントスにおけるセルラーゼ活性及びヘミセルラーゼ活性の測定法

を確立した。 

日本側参加者数  

１７ 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 
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３４ 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 2010 研究終了年度 2014 

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  14/115  14/115 

実績 15/123  15/123 

 

<人／人日> 

実施計画 10/120   10/120 

実績 （4/198）  （4/198） 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 10/120 14/115  24/235 

実績 （4/198） 15/123  15/123

（4/198） 

② 国内での交流       0人／人日 

２２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。そこで、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、エンドスルファンならびにマラカイト

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のための情報収集を行った。また、農薬類の残留モ

ニタリングはコストのかかる理化学分析に頼っているが、より安価で実施

でき比較的特異性も高いELISA法によるモニタリング技術の開発に向けた

基礎的な研究を行った。 

 また、養殖用飼料の有害化学物質による主たる汚染源は魚粉であり，リ

スク管理手法として低魚粉飼料の開発が必要となる。そのため、低魚粉飼

料開発のための魚粉に代わる飼料原料の探索、植物性原料の利用性、遺伝

組換植物由来の飼料原料の利用性と安全性を検討した。 
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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行

った。 

 エビ類のウイルス感染に関係する病原因子 受容体、サイトカイン様物

質、シグナルトランスダクションおよび抗菌ペプチドの遺伝子を特定し、

RNA 干渉法を用いてその機能を明らかにするための研究を実施した。 

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

を調べた。 

 ワクチンの有効性評価は、感染実験による死亡率の比較で行われている

が、実験魚の維持、結果の再現性等で多くの問題を抱えている。そこで、

魚類のサイトカインやワクチン効果と直接相関をもつ遺伝子、タンパクの

探索を行い、これらの指標によるワクチンの有効性の評価系を確立するた

めの研究を実施した。 

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 

 今年度は情報収集と実験手法の確立、基礎的な実験を実施したが、具体

的な成果は来年度以降に得られる予定である。 

 

2. 養殖魚介類の感染症制御技術の開発 

 ボラの新たな寄生虫である Myxobolus supamattayai n. sp を報告するとと

もに，Sphaerospora epinepheli (Myxosporea: Bivalvulida) の新たな宿主とし

て，産業上重要な orange-spotted grouper を報告した。 

 ウイルス性神経壊死症の株毎の遺伝情報の確認を行い、ウイルス検出に最

適な遺伝子の特定および検出法の確立を行うことが出来た。 

 アジアスズキのウイルス性神経壊死症に対する不活化ワクチン（広島大

学試作ワクチン）の効果をみるため、500尾の稚魚にワクチン接種をおこな

った。3週間後に、中和抗体価の測定とウイルス攻撃試験をおこない、ワク

チン効果を確認することが出来た。 

 ワクチンの有効制評価法の開発として、両国で問題となっているミコバ

クテリア感染症を用いて実験を行ったところ、評価系マーカーになる可能

性のある遺伝子を得ることが出来た。 

 エビ類の新しいビブリオ菌の病原菌であるVibrio nigripulchritudoの遺伝子を
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分析し、その結果を用いて遺伝子診断法を試みた。種々のエビから分離されたV. 

nigripulchritudoの16SリボゾームRNAと23SリボゾームRNAのスペーサー領域のD

NAの塩基配列を決定し、それぞれの菌株間で変化に富んでいることを明らかに

した。その遺伝子配列をもとに、本菌を同定するためのLAMP法を開発した。そ

の結果、LAMP法は、63℃、60分で遺伝子の増幅が確認された。本法は、従来の

PCR法に比較して、10倍の感度を持つことが確かめられた。さらに、このLAMP

法は、その他のいかなるビブリオ属の菌との交差反応を示さず高い特異性を示し

た。このLAMP法を用いて、V. nigripulchritudoに感染したクルマエビから本菌の

同定を試みた結果、従来の細菌分離法と比較して高い検出率となった。次いで、

定量LAMP法を用いたV. nigripulchritudoの診断法の確立として、定量LAPM法（Q

-LAMP法）の開発を試みた。その結果、63℃、40分で遺伝子の増幅が確認され、

検出感度として2.3cfu/mlの菌数を検出することが出来た。 

 V. nigripulchritudo に感染したエビの免疫応答について調べるために、ク

ルマエビを本菌に感染後、クラスチン、ペナエジン、リゾチーム、toll 様レ

セプターおよび腫瘍壊死因子様遺伝子の発現を腸管とリンパ様器官で調べ

たところ、クラスチン、ペナエジン、リゾチームおよび腫瘍壊死因子様遺

伝子は、両組織で有意に発現が増加することが確認され、本菌に対する免

疫応答の詳細を明らかにする手がかりを得ることが出来た。 

日本側参加者数  

１５ 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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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）日本学術振興会－タイ国学術会議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-1 

（英文）JSPS-NRCT Asian Core Program  

Development of new bio-technology for aquaculture and risk 

management of aquaculture products-I 

開催時期 平成 23 年 6 月 17 日 （ 1 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）タイ、バンコク、カセサート大学水産学部 

（英文）Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok, Thailand 

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. 0/0 

B. 3/3 

C. 0/0 

タイ 

 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 15/15 

 

合計 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 3/3 

C. 15/15 

 

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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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。東南アジアにおける問題や優れた点

について抽出し、情報を共有する。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

し、開催する。 

セミナーの成果 本事業としては初年度であるが我々は拠点大学交流事業による 10

年間の共同研究の実績があり、この実績を基盤に、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、将来の

共同研究の発展に役立つセミナーであった。 

セミナーの運営組織 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  旅費          金額 443,604 円 

（ タイ ）

国（地域）側 

内容  会議費、印刷費     金額 52,500 タイバーツ 

                    （141,750 円） 

（   ）国

（地域）側 

内容              金額 
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１０－３ 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  1/5  1/5 

実績 1（1）/3  1（1）/3 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 1/6   1/6 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/6 1/5  2/11 

実績 0/0 1（1）/3  1（1）/3 

②  国内での交流       0人／人日 

 

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 

2010.7.12-16 

（内 3日） 

今後の進め方等、事業運営に関する打合

せを行った。 
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１１．平成２２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 ６８８，６１０  

外国旅費 ５，６７２，４６３  

謝金 ２４９，１５１  

備品・消耗品購入費 ３，３８４，３９４  

その他経費 ５１８，２３５  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

２８７，１４７  

計 １０，８００，０００  

委託手数料 １，０８０，０００  

合  計 １１，８８０，０００  

 

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 490,660 0/0 

第２四半期 1,419,398 6/71 

第３四半期 2,526,425 14/69 

第４四半期 5,697,545 12/72 

第５四半期 513,804 3/17 

第６四半期 152,168 0/0 

計 10,800,000 35/229 

 

１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２１年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

タイ 11,820,600 円 
[タイバーツ：4,378,000] 

 1 バーツ＝2.7 円で計算 

 


