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アジア研究教育拠点事業 
平成２５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：  

 

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．採用期間 

 平成 22 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 

（  4 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 
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 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, 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
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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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

 

 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。 

 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、

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。 
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 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．平成２５年度研究交流目標 

 若手研究者や大学院生の交流を重点的に実施することを目標とするとともに、共同研究

では、これまで以上に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。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

の派遣と受け入れを積極的に行う。 

 中間評価のコメントのうち、本事業の発展のために最も重要であると受け止めた「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いる。さ

らに、今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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８．平成２５年度研究交流計画状況 

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 

 

  

参加者数 

  

日本側参加者数         52名 

（タイ）側参加者数         44名 

（  ）側参加者数          名 

２５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。 

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た

が、未だ全てを網羅していない可能性があり、さらに研究の進展が期

待される。また、塩分変化に伴う遺伝子発現パターンの解析も行う。 

*クルマエビとブラックタイガーからクローニングに成功した新規ポ

リフェノールオキシダーゼの生理機能を明らかにするため、ノックダ

ウン実験を行う。 

*テトラオドン属魚類については、この種の魚類がフグ毒をもつ可能性

があり、食品衛生学的な観点からの調査をする。 

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 

*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。こ

れまでに開発した品種や系統を管理出来る DNAマーカーの汎用性につ

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 
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これまでの研究においてプロバイオティック技術がエビ餌の分解促進

や養殖場の底泥環境の向上に寄与することを証明できたので、プロバ

イオティック技術がエビの健康状態の向上に寄与する可能性を検討す

る。 

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を解

明する。 

２５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 

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) 一部の生物が外界より取り込み保持する毒性物質の存在について疫

学的に調査することは、将来的に未利用食資源の有効利用に繋がる。 

3) 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。 

4) 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とことが期待

される。 

5) プロバイティクスに関する研究はグループの研究とも関係すること

から、今後は更なる連携協力のもと養殖場における感染症防除のみ

ならず、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。 

6) 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         28名 

（タイ）側参加者数         43名 

（  ）側参加者数          名 

２５年度の研究

交流活動計画 

本研究課題では、以下の小課題を設定し、研究交流を行う。 

1) 養殖魚介類のリスク評価技法の開発 

*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

行う。 

2) 養殖魚介類の感染症制御技術の開発 

*日本で開発され昨年度までにタイにてスズキを用いて試験したワク

チンについて、今後の生産両拡大が国際的に進むことが予想されるハ

タ類を用いてその効果の検討を行う。 

*簡便に魚介類の健康診断を来ぬためにマルチプレックス PCR 法によ

る免疫関連遺伝子の発現検出法の開発を行う。 

*二枚貝のノロウイルス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。 

3) 養殖魚介類の飼料の開発 

*魚粉の代替タンパクに関する研究を、今年度は試験飼料を用いて実施

する。 

4) 養殖生産物の加工過程における衛生管理技術開発 

*電気的殺菌技術開発として通電時の発生化学種を詳細に分析する等

の検討により、殺菌機構の解明を試みる。 
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２５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 

 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。 

1) 有害物質の検出技術開発についてはかなり進んできたが、検出出来

ないような状況において対象動物の遺伝子発現プロファイリングは

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の発現プロファイリ

ング技術は、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ことからも、東南アジアにおける感染症防除

にワクチンが利用されることにより、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。 

3) 水産生物由来の人感染症としてノロウイルス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、ノロウイルス

の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。 

4) 近年、養殖魚介類の飼料に用いる魚粉が高騰し、だいたいタンパク

質として種々の植物由来のものが利用されている。しかし、植物由

来のタンパク質が魚介類に与える影響については不明な点が多いこ

とから、本研究を実施することにより魚介類の飼料として適した植

物あるいはその他生物由来の低魚粉飼料作出に繋がる。 

5) 養殖過程において安心安全なものを生産しても加工過程においてヒ

トの病原微生物が混入することが懸念される。低電圧の電気的殺菌

技術開発が可能と成れば、食品加工の分野で幅広く利用されること

が期待出来る。 
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８－２ セミナー 

―実施する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 “Development of new 

bio-technology for aquaculture and risk management of 

aquaculture products in South East Asia-IV“ 

開催期間 平成 25 年 12 月 9 日 ～ 平成 25 年 12 月 10 日（2 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 

（英文）Thailand, Bangkok, Kasetsart University 

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 

   派遣先 

派遣元 

 

 

セミナー開催国 

（タイ） 

日本 

<人／人日> 

A. 27/54 

B.    

タイ 

<人／人日> 

A. 40/80 

B.    

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ（日本側） 

<人／人日> 

A. 2/4 

B   

ﾍﾞﾄﾅﾑ（日本側） 

<人／人日> 

A. 2/4 

B.    

合計 

<人／人日> 

A. 71/142 

B.   

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） 
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セミナー開催の目的 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する。 

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、インドネシア、ベトナム等の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。 

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。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容            金額 5,580,000 円 

   R-1 共同研究費にて渡航 17 名＠180,000 円 

   R-2 共同研究費にて渡航 11 名＠180,000 円 

   研究者交流費にて渡航   3 名＠180,000 円 

（タイ）側 内容  印刷費、旅費、会議費、アルバイト 

             金額   1,000,000 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 

2013.12.7-12.12 本事業に関連する大学を訪問し、共同

研究ならびに事業運営に関する打ち

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 

2013.12.7-12.12 本事業に関連する大学を訪問し、共同

研究ならびに事業運営に関する打ち

合わせを行う。 

カセサート大

学・准教授・

Nontawith 

Areechon 

日本・東京・

東京海洋大学 

2014.2.15-2.21 平成 25 年度の本事業の総括と、平成

26 年度以降の進め方について打ち合

わせを行う。 
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９．平成２５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 

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> 
  34/259( 0/0  ) 0/0   (  0/0  ) 34/259 ( 0/0  ) 

タイ 

<人／人日> 
0/0  (  8/90 )  0/0   (  0/0  ) 0/0 (  8/90 ) 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(日本側) 

<人／人日> 

0/0   

(  0/0  ) 
2/4  (  0/0  )  2/4  (  0/0  ) 

ﾍﾞﾄﾅﾑ(日本側) 

<人／人日> 

0/0   

(  0/0  ) 
2/4  (  0/0  )  2/4  (  0/0  ) 

合計 

<人／人日> 
0/0  (  8/90 ) 38/267 ( 0/0  ) 0/0   (  0/0  ) 38/267 ( 8/90) 

※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。） 

※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 国内での交流計画 

0／0  <人／人日> 
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１０．平成２５年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 373,740 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。 外国旅費 7,066,000 

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

1,006,960  

その他の経費 0  

外国旅費・謝金
等に係る消費
税 

353,300  

計 8,800,000 
研究交流経費配分額以内であ
ること 

業務委託手数料 880,000 
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。 

合  計 9,680,000  

 


