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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成 ２８年  ４月  ８日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局 東京大学  大気海洋研究所    

（ふりがな）      いのうえ  こうじ 

職・氏 名 教授・井上 広滋        
 

1. 事 業 名 相手国（ インドネシア ）との共同研究  振興会対応機関（ LIPI     ） 

2. 研 究 課 題 名  水生生物の遺伝子応答を利用する環境汚染技術の開発               

3. 全 採 用 期 間 

平成  ２５年   ４月  １ 日 ～ 平成  ２８年   ３月  ３１日 （   ３年   ０ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  7,250 千 円 

初年度経費 2,500 千円、 ２年度経費 2,500 千円、 ３年度経費 2,250 千円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額   900 千円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

張野 宏也 
木下 政人 
成瀬 清 
竹花 佑介 
大地 まどか 
佐々 三依子 
金城 梓 
谷口 善仁 
田中 実 

神戸女学院大学・教授 
京都大学・助教 
自然科学研究機構 基礎生物学研究所・准教授 
自然科学研究機構 基礎生物学研究所・助教 
東京農工大学・准教授 
東京大学・大学院生 
東京大学・大学院生 
杏林大学・教授 
自然科学研究機構 基礎生物学研究所・准教授 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 Research Center for Oceanography・Indonesian Institute of Sciences (LIPI)・ Director・Zainal Arifin 

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Inneke Rumengan 
Yeti Darmayati 
Dwi Hindarti 
Deni Yogaswara 
Onny Nurrahman Marwayana 
Reza Cordova 
Triyoni Purbonegoro 
Hanny Meirinawati 
Suratno 
Jamal Jompa 
Irma Andriani 
 

Sam Ratulangi University, Associate Professor 
Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of Sciences, Researcher 
Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of Sciences, Researcher 
Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of Sciences, Researcher 
Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of Sciences, Researcher 
Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of Sciences, Researcher 
Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of Sciences, Researcher 
Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of Sciences, Researcher 
Research Center for Oceanography, Indonesian Institute of Sciences, Researcher 
Hasanuddin University, Professor 
Hasanuddin University, Lecturer 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

 本研究は、急速な経済発展を遂げつつあるインドネシアの沿岸地域の環境汚染を、現地に広く分布する生

物を活用することにより把握する技術の開発を目標としている。着目した主な生物はメダカ（Oryzias）属魚

類である。メダカ属魚類はこれまで約 30 種が記載され、その半数以上がインドネシアに分布しているが、現

地ではその存在が殆ど認識されていない。メダカ属魚類はどの種も小さく、入手しやすく、飼いやすいため、

実験材料として極めて好適である。従って、メダカ属魚類を利用する環境研究技術を普及させることにより、

インドネシアの環境科学の発展と環境保全に寄与できると期待される。 

 相手国側代表者であるインドネシア科学院（LIPI）海洋学研究センター（RCO）の Zainal Arifin 所長と相

談し、環境汚染研究のフィールドとして、ジャワ島のジャカルタ周辺や東ジャワ、西カリマンタン等を、ま

た、メダカ研究の拠点としては RCO に加え、世界で最も多くの種が分布するスラウェシ島のハサヌディン大

学を選定した。 

 汚染研究については、西カリマンタンのポンティアナック周辺や、ジャワ島のジャカルタ近郊等で RCO の

研究チームを中心に堆積物や生物の採集を行い、その試料を金属については RCO において、有機スズ化合物

については神戸女学院と東京農工大学でそれぞれ分析を実施した。日本での分析にあたっては RCO の研究員

を神戸女学院に招聘し、技術指導を行いながら分析を進めた。また、指標生物として利用するために試料採

集地点周辺でメダカ属魚類を探索し、海水適応能力の高いジャワメダカの分布を確認した。この種同定のた

めにも、RCO の研究員を H26 年度に東大大海研に招聘した。 

 メダカ研究拠点の設置については、まず RCO 内に、汚染物質に対する生物の応答を調べられるように、ジ

ャワメダカ飼育設備を設置した。一方、ハサヌディン大学では、まず H25 年度に国際メダカ属魚類シンポジ

ウムを開催した。シンポジウムには４名の日本人研究者を派遣し、様々な情報提供を行うとともに、現地研

究者との研究ネットワークを構築した。また、同島内のメダカ属魚類の生息地を現地研究者とともに訪問し、

採集方法や同定方法などについて詳しく指導を行った。さらに、同大学の研究者を日本に招聘し、基礎的な

技術の教育や、日本の研究機関の訪問を行った。シンポジウムの成果として、H26 年度には同大学内に「メ

ダカ研究センター」という組織が設立された。同センターでは、現地のメダカ類の分布や、金属等の毒性物

質のセレベスメダカやジャワメダカの発生に対する作用を調べる研究を開始し、一部の成果は国際学会で発

表できるようになってきた。さらに、現地研究者からは少人数での技術指導の希望があったため、H27 年度

には３人の日本人研究者を派遣してトレーニングワークショップを開催し、DNA 配列による種同定、基礎的

な飼育実験方法の講習、卵への物質の注入法、その応用としてのゲノム操作技術の紹介等の講習を行った。

これらの活動は地元メディアにも取り上げられ、現地で報道された。 

 基礎研究については、まず有機スズ化合物に対するメダカの遺伝子応答について研究を行った。最初に、

有機スズ化合物で発現誘導される期待があった２種の TBT 結合蛋白質遺伝子について応答を調べたが、明確

な応答を示さなかった。そこで、応答する遺伝子を HiCEP 法により網羅的に探索したが、ごく一般的な毒物

代謝遺伝子のみ検出された。次に、化学物質代謝に重要な役割を果たすチトクローム P450 3A1（Cyp3A1）遺

伝子をジャワメダカから単離し、その配列を調べたところ、既知の配列とは異なる部分が発見された。新し

く発見した配列について、現在 CRISPR/Cas9 系を用いてノックアウトを試みている。同遺伝子をノックアウ

トできれば、化学物質への感受性が高い系統が作出でき、鋭敏なバイオアッセイ系が得られることが期待さ

れる。また、別の試みとして、研究代表者の研究室で貝類から近年発見した新規金属輸送体について、その

ホモログの探索と金属代謝における役割に関する研究も開始している。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

井上広滋 

井上広滋 

成瀬清 

竹花佑介 

木下政人 

井上広滋 

井上広滋 

木下政人 

井上広滋 

木下政人 

竹花佑介 

井上広滋 

木下政人 

竹花佑介 

平成25年8月26日～8月28日 

平成25年10月7日～10月14日 

平成25年10月8日～10月13日 

平成25年10月8日～10月15日 

平成25年10月8日～10月14日 

成26年11月17日～11月21日 

平成27年3月9日～3月14日 

平成27年3月9日～3月14日 

平成27年11月29日～12月5日 

平成27年11月29日～12月5日 

平成27年11月30日～12月5日 

平成28年3月5日～3月8日 

平成28年3月5日～3月8日 

平成28年3月5日～3月8日 

LIPI,ハサヌディン大学 

ハサヌディン大学 

ハサヌディン大学 

ハサヌディン大学 

ハサヌディン大学 

ハサヌディン大学 

LIPI・ハサヌディン大学 

LIPI・ハサヌディン大学 

ハサヌディン大学 

ハサヌディン大学 

ハサヌディン大学 

ハサヌディン大学 

ハサヌディン大学 

ハサヌディン大学 

 

計 14 名（延べ人数） 計 81 日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

Irma Andriani 

Khozanah Munawir 

Onny Nurrahman Marwayana 

 

平成26年9月21日～10月7日 

平成26年9月24日～10月24日 

平成26年9月30日～10月9日 

 

基礎生物学研究所、京都大学 

神戸女学院大学 

東京大学、基礎生物学研究所 

計  3 名（延べ人数） 計 58 日 


