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アジア研究教育拠点事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 鹿児島大学水産学部 
（ フ ィ リ ピ ン 側 ） 拠 点 機 関： フィリピン大学ヴィサヤス校 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 東南アジア沿岸域の水産資源に対するネガティブインパクト対策に関する研究

拠点形成                                 
                   （交流分野： 水産学          ）  
（英文）：  Formulation of research center on control against negative impacts to coastal 
fisheries resources in Southeast Asia                        
                   （交流分野： Fisheries          ）  
 研究交流課題に係るホームページ：

http://www.fish.kagoshima-u.ac.jp/fish/jsps/asia/asia.htm        
 
 
３．開始年度 

平成 20 年度（  1 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：鹿児島大学水産学部 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：水産学部・学部長・野呂忠秀 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：水産学部・教授・小山次朗 
 協力機関：三重大学大学院生物資源学研究科、福山大学生命工学部、北海道大学大学院

水産学研究院、東京海洋大学海洋科学部、長崎大学水産学部、日本大学生物

資源科学部、近畿大学農学部、広島大学生物生産学部、明海大学経済学部、

水産大学校、東京経済大学経済学部、ボゴール農科大学、ホーチミン市工科

大学、カセサート大学、ハサヌディン大学、マレーシアトレンガヌ大学、プ

トラマレーシア大学 
 事務組織：鹿児島大学事務局（研究国際部長、国際事業課長、国際事業課長代理、 

国際事業係、財務部財務課長、財務課長代理、予算係） 
 鹿児島大学水産学部（事務長、事務長代理、経理係長、総務係） 
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相手国（地域）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：フィリピン共和国 
拠点機関：（英文）University of the Philippines in the Visayas (UPV) 

      （和文）フィリピン大学ヴィサヤス校 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）College of Arts and Science, University 

of the Philippines in the Visayas ・ 
Professor・Resurreccion B Sadaba 

 協力機関：（英文）University of Philippines Diliman 
The Southeast Asian Fisheries Development Center 

      （和文）フィリピン大学ディリマン校 
東南アジア漁業開発センター 

 経費負担区分：パターン 1 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
水産資源に対するネガティブインパクト（負の影響）とは、魚病を含む疫病、有害生物

の異常発生、産業廃水、都市廃水、農業廃水などが水産資源の保全と管理に対して悪影響

を与えることで、人間の活動による負荷の大きな沿岸域では、環境、食の安全、住民の健

康にまでおよぶ広範で深刻な影響を与えるものと考えられているが、科学的なアプローチ

は始まったばかりである。本事業は、ネガティブインパクトの中でも特に石油流出による

影響に焦点をあて、その影響の程度の総合的評価と回復技術の開発を図ると同時に、ネガ

ティブインパクト問題への取り組み手法のモデルを構築することを目標とする。 
鹿児島大学水産学部は、過去 10 年間、フィリピン大学ヴィサヤス校（以下 UPV）との間

での拠点大学交流事業を通して、「沿岸海域における水圏環境・資源の利用」に関する共同

研究を実施した。本事業では、その結果を継承・発展させ、水圏環境に排出される有害化

学物質の水産資源や漁場保全に対する影響と対策に関する研究に取り組む。特に、2006 年

8 月、フィリピンギマラス海域で起きたフィリピン史上最大の石油流出事故により、石油汚

染の漁場環境や水産資源に対する影響評価とその対策に関する研究が緊急課題となったこ

とから、鹿児島大学水産学部と UPV は、石油汚染や有害化学物質汚染を焦点に、「フィリ

ピン沿岸海域をモデルとした、東南アジア沿岸域における水産資源および漁場環境の管

理・保全に及ぼすネガティブインパクトの影響と対策に関する研究協力」に取り組むこと

とした。本事業では、上記課題について東南アジア諸国の研究者を含めた持続的な共同研

究、研究交流等を展開し、若手研究者を養成しつつ、標記課題に関する域内全体の世界的

水準の研究教育拠点を形成することを目指す。 
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６．平成２０年度研究交流目標 
本研究課題は、魚病を含む疫病、有害生物の異常発生、産業廃水、都市廃水、農業廃水

などのネガティブインパクトが水産資源に及ぼす影響を明らかにするとともに、その影響

を低減することを目的としている。ネガティブインパクトが水産資源と沿岸生態系に及ぼ

す影響（化学分析による環境監視、微生物を用いた環境修復）、ネガティブインパクトが社

会、漁業分野に及ぼす影響（漁業・生物調査、社会・経済研究）を明らかにすると共にそ

れらに対する対策を開発するために、平成 20 年度は、研究期間第一期（2 年：情報収集と

モニタリング）の初年度として、以下のように目標を設定する。 

フィリピン側拠点機関である UPV の所在地ヴィサヤ諸島ギマラス島周辺では、平成 18

年 8 月にタンカーからの大規模な重油流出事故が発生し、多くの水産資源に多大な影響を

及ぼしている。平成 20 年度には、流出油による沿岸環境汚とその水産資源に対する影響評

価に関する研究を中心に共同研究を展開する。平成 18 年から鹿児島大学水産学部と UPV が

共同研究してきた流出油の水産資源や沿岸生態系に対する影響については、今後もこれを

継続する。さらに流出油の影響について、社会・漁業分野での共同研究を開始し、微生物

を用いた環境修復技術（バイオリメディエーション）による積極的な漂着重油の除去対策

に関する共同研究を開始する。 

平成 20 年度は、重油流出事故から 2年後の沿岸生態系への影響評価をさらに調査地域を

広げて実施し、漁業、地域経済及び社会への影響について調査を開始する。沿岸に漂着し

た流出油除去対策としてバイオリメディエーションを適用するための準備として、適地選

択、現地微生物群集解析などを実施するとともに、実験室レベルでのバイオリメディエー

ション実験を実施し、高温下での有効性について確認する。鹿児島大学練習船の現地寄港

に合わせた石油汚染調査ワークショップを開催し、現地研究者との情報交換を行い、流出

油汚染に関する次年度以降の長期モニタリングの基礎データの集積と情報の共有化を図る。

社会・漁業分野では、石油流出事故直後に地域の水産業と漁村社会が受けた産業経済的・

社会的影響の把握に注力し、特に、漁業操業と収入、雇用、生活の変化に関し、次年度以

降の長期的なモニタリングに資する基盤を形成する。 
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７．平成２０年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 両拠点校の研究協力体制を構築するため、5 月に鹿児島大学から学部長、前学部長、

コーディネーター及びサブコーディネーターの 4名が UPV を訪問し、今回の事業につ

いて、鹿児島大及び UPV 側から参加者に対してその内容説明を実施した。全体説明の

後は、各グループ毎の打ち合わせも実施した。UPV からは学長、コーディネーターを

はじめ 20 名（共同研究機関になっている東南アジア漁業開発機構からの 2 名を含む）

が参加した。 
 9 月に実施した石油流出の生態影響に関するワークショップ、11 月に開催された Oil 
Spill セミナーでは、両拠点校のコーディネーター間で、今後の共同研究などに関する

具体的取り組み方法について意見交換が行われた。（具体的成果はそれぞれの報告に記

載） 

 なお、研究協力についてはその一部が、読売新聞（12 月 1 日、西部版）に紹介され

た。 

７－２ 学術面の成果 

 UPV の協力の下、平成 18 年に発生した重油流出事故の際に漂着油による環境汚染の被

害を受けたフィリピンギマラス島南部沿岸域から石油分解細菌を分離した。これらの分離

菌を用いた実験室レベルでの微生物による石油分解実験（バイオリメディエーション実験）

と石油成分分析の結果、これらの分離株は高温条件下で石油成分の利用能を持ち、石油分

解活性も確認されたことから、熱帯域・亜熱帯域でのバイオリメディエーションに応用可

能であることが示唆された。 
 石油汚染沿岸域でのバイオリメディエーション現場実験において石油分解細菌群集の動

態を解析する手法として、沿岸の海砂からの微生物群集 DNA（環境 DNA）の調製、指標

遺伝子の増幅、並びに変性剤濃度勾配ゲル電気泳動（DGGE）による微生物群集の多様性

の検出の各技法を確立した。 
 UPV との共同研究で、フィリピンギマラス島南部に設定した実験実施場所にバイオリメ

ディエーションの現場実験区を設けた。人工風化原油と無機系化成肥料を実験区に添加し

た後、経時的に現場海砂から環境 DNA を調製している。DGGE 法によりバイオリメディ

エーション開始後の微生物群集の動態を解析するとともに、UPV 研究者による石油分解微

生物の分離並びに現場海水中の無機栄養塩（窒素、リン）のモニタリングを行うことによ

り、熱帯・亜熱帯域での石油汚染に対するバイオリメディエーションの効果を検証する。 
流出油の影響を最も強く受けたギマラス島における生計復興プログラムの一貫である養

殖事業および観光事業について調査を実施した。フィリピン政府水産局支援による養殖事

業ではミルクフィッシュ，スズキとアワビの養殖が行われ、地元民が補完的収入を得てい

ることが明らかとなった。また、ギマラス州政府支援による観光事業では類似施設の増設、

宿泊施設のインフラ整備不足、流出油による砂浜域汚染などによる観光客減少の問題点が

明らかとなった。 



 6

フィリピン沿岸域に設置される浮魚礁（パヤオ）の逸失は、海上の船舶航行，海底環境

およびその海域の水産生物の生息環境に影響を及ぼす要因（ネガティブインパクト）であ

ることから、その流出状況等データを収集し、現在解析中である。また、パナイ島沿岸域

において利用される漁具が生物資源・環境に及ぼす影響評価を継続実施することとしてお

り、本年度は島内において大型漁業である定置網の乗船調査を実施し、操業方法や漁獲物

処理法等の技術的情報の収集と、漁獲量や漁獲魚種等の生物資源的情報の収集を行った。

操業方法は日本と異なり、人力により揚網がなされ、漁獲物処理も簡便に実施されていた。

魚種等については現在分析中であるが、日本と異なり多様な種が分布する海域での分析例

の少ない漁獲資料が得られた。 

 
７－３ 若手研究者養成 

 本事業における両拠点校のサブコーディネーターを、若手の准教授あるいは助教にし、

国際共同研究に実施経験を積ませている。 
 平成 2011 月には年 UPV の若手研究者に対し、バイオリメディエーションを実施した石

油汚染沿岸域からの微生物群集 DNA の調製方法を指導した。また、日本側参加研究者（大

学院生）に対し、現場でバイオリメディエーション実験区の設置を指導し、UPV 研究者に

対する実験手法の指導を補助させることにより外国人研究者との交流を促進した。さらに、

同時期に UPV で開催された Oil Spill セミナーに院生を発表者として参加させ、国際セミ

ナーでの発表経験を積ませた。 
 平成 20 年 12 月には鹿児島大学水産学部教員が、UPV 大学院生（博士課程院生を含む）

17 名に対し、過剰な漁獲や混獲による漁業資源へのネガティブインパクトの漁業管理に対

する影響どのように管理するのかを講義した。一方、特別教育研究経費予算ではあるが、

鹿児島大学からは修士、博士課程の学生（水産学研究科 8 名、農学研究科 2 名、医歯学研

究科 2 名、保健学研究科 2 名）が UPV 教員による講義を聴講した。 

平成 21 年 2 月、鹿児島大学の若手教員ら 2 名が UPV 大学院生および研究助手を対象に、

“Introduction to Japanese Fisheries”に関する講義を実施した。また、現地でのフィールド調

査に計 3 名の大学院生を同行させ、調査立案および解析方法について解説した。 

 

７－４ 社会貢献 

現地漁村において定置網漁業者を対象に、鹿児島大学教員 1 名が「日本の定置網漁業技

術」に関する講演を実施した。フィリピンの定置網は戦後補償によって導入されたもので，

漁業者等は近年の日本の当該漁業技術に強い関心を示しており、今回の講演はその要望に

応じて実施した。 
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７－５ 今後の課題・問題点 

 流出油によるギマラス島沿岸の水産物の汚染状況を継続的にモニタリングする必要があ

り、次年度以降も UPV と共同でサンプリング及び分析を実施する必要がある。また、今年

度末から両校で共同して開始した、ギマラス島における漂着油に対するバイオリメディエ

ーション実験については、微生物サンプル及び漂着油サンプルの継続的採取とその分析を

行い、熱帯域における石油分解菌の分解活性の高さを検証する。  
本年度の交流において、漁業分野の今後の交流計画について議論がなされ、特にフィリ

ピン側漁業グループの参加者を増やし、流出油事故の水産業に対する影響調査強化の必要

性が指摘された。今後、サブコーディネーターを中心として参加者を募ることとした。 

今年度はフィリピンでセミナーを実施したが、日本側研究者の出席が少なく、国内での

議論が十分ではなかった。次年度は日本国内でのセミナー開催を目指し、国内、東南アジ

ア及びフィリピンからの参加を呼びかける。 

 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数    ６本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ６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  ３本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

①� 沿岸資源・生態系分野 
 本分野では、流出油による沿岸資源汚染のモニタリングと沿岸に漂着した流出油の

バイオリメディエーションに関する共同研究を実施した。以下、その実績を時系列に

示す。 
 平成 20 年 6 月に日本側参加研究者 2 名が UPV を訪問し、UPV 側参加研究者とバ

イオリメディエーション実施に関する打ち合わせを行った。また、バイオリメディエ

ーションの実施予定場所の視察を行った。 
 平成 20 年 9 月には日本側研究者 2 名が UPV を訪問し、前述のバイオリメディエ

ーション実験実施に伴う現場海域の生態系影響観察するための事前調査を、UPV 研

究者と実施した。また、水産物石油汚染のモニタリングを実施するため、UPV 研究

者によるサンプリングが行われた。このサンプルは、次年度に日本側研究者により分

析される予定である。 
平成 21 年 3 月に日本側参加研究者 4 名がフィリピンを訪問し、UPV 側参加研究者と

ともにバイオリメディエーション実験区の設置並びに微生物群集の解析、環境モニタ

リング、石油分解微生物の分離を行った。 
 
②社会・漁業分野 
 本分野では、流出油事故あるいはその他のネガティブインパクトの、村落社会に対する

影響、漁業活動への影響に関する共同研究を実施した。以下、その実績を時系列に示す。 
 平成 20 年 9 月には日本側研究者 3 名（内 1 名は別予算）が UPV を訪問し、UPV 研究者

と共同で、フィリピン政府水産局が支援している生計復興プログラムの一つである養殖事

業とギマラス州政府主導による観光事業について調査を実施した。養殖事業ではミルクフ

ィッシュ、スズキとアワビの養殖が行われ、石油流出事故後の村民の家計の補完的な収入

となっていることが明らかとなった。また、観光事業では漁業と観光を結びつけて地域経

済を活性化させる活動が展開されているが、顧客の設定の不明瞭性、サービス産業に求め

られる事柄の教育体制の不備、相次ぐ類似施設の建設，水道等の基本的インフラの不備な

どに加え、2006 年の石油流出事故によって観光活動の場であった海浜が汚染されたことも

利用客減少の一因であることが明らかとなった。 
平成 21 年 2 月に、日本側研究者 4 名がフィリピンを訪問して UPV 研究者と共同で、フィ

リピン沿岸域に設置される浮魚礁（パヤオ）の逸失状況に関する情報収集、パナイ島内に

おける流出油やその他の汚染物質の流出による漁業への影響についてアンケート方式によ

る聞き取り調査、パナイ島内の大型漁業である定置網の操業方法や漁獲物処理法等の技術

的情報の収集と漁獲量や漁獲魚種等の生物資源的情報の収集を行った。これらの調査結果

は現在解析中である。 
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８－２ セミナー 

 今年度は、UPV で Oil spill セミナーが実施されたため、今までに得られた共同研究成

果をより多くの UPV 研究者を共有することを目的として、日本側から研究担当者が成果を

発表した。 
 セミナーには日本側から 3 名（院生 1 名を含む）が 3 題の研究成果発表を行い、UPV 研

究者から多くの質問が寄せられた。一方、UPV 側からは約 50 題の研究成果が発表され、

日本側参加者との議論が交わされた。 
なお、セミナー期間中に、鹿児島大学水産学部とフィリピン大学ヴィサヤス校との今後の

協力関係に関する話し合いで、フィリピン大学ヴィサヤス校修士課程学生が取り組んでい

る油処理剤に関する研究に対し、外部評価委員として鹿児島大学水産学部の教員 1 名が加

わることとなった。 
ミニシンポについては、ワークショップ形式による流出油影響評価の技術解説を 9 月に

UPV で実施した。（８．３参照） 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 石油流出事故による環境汚染が生じた際、微生物を用いた環境浄化、環境汚染の生態影

響評価をどのように行うのかを、ワークショップ形式で日本の専門家が説明し、鹿児島大

学とフィリピン大学との今後の共同研究に関する共通認識を持つようするための意見交換

を行った。 

 フィリピン側では微生物を用いた環境浄化、油処理剤の安全性評価に関する研究が開始

されつつあり、担当研究者との意見交換が行われた。フィリピン側が研究を開始しつつあ

る微生物を用いた環境浄化に関する研究について、UPV 側参加研究者と共同研究の打ち合

わせを行った。ワークショップ終了後、バイオリメディエーション実施場所の候補地を視

察し、実験区の選定を行った。また、バイオリメディエーション実施後の微生物群集の動

態解析は主に日本側が、現場の環境モニタリングは主に UPV 側が担当し、石油分解微生物

の探索は両者の協力の下行うこととし、共同研究課題として平成 20 年度後半から取り組む

ことを決定した。 

なお期間中、鹿児島大学水産学部練習船のかごしま丸がイロイロ港に寄港し、フィリピ

ン側の見学が実施された。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 フィリピン インドネシア

マレーシア 

(日本側) 
 合計 

日本 
実施計画  20/236    20/236 

実績 24/255  1/8  25/263 

フィリピン 
実施計画      0/0 

実績     0/0 

インドネシア 

（日本側参加研究者） 

実施計画 1/7     1/7 

実績 0/0    0/0 

マレーシア 

（日本側参加研究者） 

実施計画 1/7     1/7 

実績 1/7 

（2/10）

   1/7 

（2/10）

 
実施計画       

実績      

合計 

実施計画 2/14 20/236 0/0 0/0  22/250 

実績 1/7 

（2/10）

24/255 0/0 1/8  26/270 

（2/10）

 

※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 

  ５／１５ （人／人日）   １／３  （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

整 理

番号 

R－1 研究開始

年度 

平成 20 年度 研究終了年度 平成 24 年度 

研究課題

名 

（和文）東南アジア沿岸域の水産資源に対するネガティプインパクト対策に関

する研究 

（英文）Research on control against negative impacts to coastal fisheries 
resources in Southeast Asia 

日本側代

表者 

氏名・所

属・職 

（和文）小山次朗・鹿児島大学水産学部・教授 

（英文）Jiro Koyama・Faculty of Fisheries, Kagoshima University・Professor

相手国側

代表者 

氏名・所

属・職 

Resurreccion B Sadaba ・College of Arts and Science, University of the 
Philippines in the Visayas ・Professor  

交流人数 

（※日本側

予算によら

な い 交 流

（相手国予

算による）

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 フィリピン 
マレーシア 

(日本側) 

インドネシア 

（日本側） 
計 

（人／人

日） 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） 

日

本 

実施計画  16/208 0/0 0/0 16/208 

実績 20/229 1/8 0/0 21/237 

フィ

リピ

ン 

実施計画      

実績     

マレ

ーシ

ア 

実施計画 1/7    1/7 

実績 1/7(2/10)  1/7 

イン

ドネ

シア 

実施計画 1/7    1/7 

実績 0/0   0/0 

合

計 

実施計画 2/14    18/222 

実績 1/7    22/244 

② 国内での交流     1/3  人／人日 
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２０年度

の研究交

流活動及

び成果 

 

 UPV と共同で流出油の沿岸環境と水産資源に対する影響のモニタリングを

継続した。今年度はいままでにサンプリングしていないギマラス島東海岸のサ

ンプルの採取を実施した。また、微生物による漂着油分解実験（バイオリメデ

ィエーション）を実施するための場所を決定して、年度末から実験を開始して

おり、今後は微生物群集の動態解析、現場環境のモニタリングを実施し、熱帯・

亜熱帯域での効果を検証する。 

 生計復興プログラムとして実施されている魚介類養殖事業、観光事業の状況

を調査した結果、養殖業では村落の補完的収入となっている程度であることが

明らかとなった。また、観光業では類似施設の建設や施設のインフラ整備の不

十分さが明らかとなるとともに、砂浜などの観光資源に対する流出油の影響が

残っていることが判明した。パナイ島内における流出油やその他の汚染物質の

流出による漁業への影響についてアンケート方式による聞き取り調査を実施

した。次年度にはその集計結果が示される。 
 この他、油流出事故以外のネガティブインパクトに関する研究交流活動で

は、フィリピン沿岸域に設置される浮魚礁（パヤオ）の逸失状況に関する情報

収集を行った。また、河口域で実施されている養殖貝類の安全性に関する共同

研究開始についての意見交換が行われた。 
 若手の教育については、双方の院生、若手教員に対する研究手法の研修、相

互の授業聴講（英語）が実施された。 

日本側参加者数  

62 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ フィリピン ）国（地域）側参加者数 

33 名 （１４－２（フィリピン）国側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）JSPS「アジア研究教育拠点事業」ソーラーI 重油流出事

故：モニタリング報告 

（英文）JSPS Asian CORE program: Second National Solar 1 
Oil Spill Conference: “After two years, where are we now?” 

開催時期 平成 20 年 11 月 27 日 ～ 平成 21 年 11 月 28 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）フィリピン イロイロ市 UPV イロイロキャンパス 
（英文）Philippines, Iloilo UPV Iloilo campus 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）小山次朗・鹿児島大学水産学部・教授 
（英文） Jiro Koyama ・ Faculty of Fisheries, Kagoshima 

University・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) 

Resurreccion B Sadaba ・ College of Arts and Science, 
University of Philoppines in the Visayas ・Professor 

参加者数 ① アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者     3/24 （3/24）人/人日 3/24 

（3/24） 

 人/人日

（フィリピン）国（地域）

側参加者 

        / （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              人 

 50 人

（フィリピン）国（地域）

側参加者 

           50 人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①と②の合計人数       53 人 

セミナー開催の目的 2006 年 8 月、Solar I から流出した重油による環境汚染とその水産

資源への影響に関する研究結果を報告し、関係者が情報を共有し、

今後の研究の方向付けを図る。 
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セミナーの成果 鹿児島大水産学部から教授 1 名、三重大学から教授１名と院生１

名が参加し、口頭発表 1 題とポスター発表 2 題の研究成果を発表し

た。全体では口頭発表 20 演題、ポスター発表 30 演題以上が発表さ

れ、盛んな討論が行われた。特に日本側から発表のあった油処理剤

の水産生物に対する毒性評価に関する報告、フィリピンの油流出現

場海域から分離された石油分解菌に関する報告について、UPV 研

究者から多くの質問が寄せられ、有益な情報交換ができた。 
さらにセミナー期間中に、鹿児島大学水産学部とフィリピン大学

ヴィサヤス校との今後の協力関係に関する話し合いで、フィリピン

大学ヴィサヤス校修士課程学生が取り組んでいる油処理剤に関す

る研究に対し、外部評価委員として鹿児島大学水産学部の教員 1 名

が参加することとなった。 
セミナーの運営組織 UPV 側コーディネーターである Prof.Sadaba 氏が代表となって、

UPV 教職員によって組織された実施委員会がセミナーの運営に当

たった。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容             金額     0 円 
※セミナー参加と同時に共同研究も行った 

相手国(地域) 
 

内容 セミナー開催経費     金額 1,520,000 円 
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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                     （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 フィリピン マレーシア インドネシア 計 

日本 
実施計画 

 
4/28   4/28 

実績 4/26   4/26 

フィリピン 

 

実施計画  
 

  0/0 

実績    0/0 

マレーシア 

（日本側参加研究者） 

実施計画 1/7  
 

 1/7 

実績 1/7   1/7 

インドネシア 

（日本側参加研究者） 

実施計画 1/7   
 

1/7 

実績 0/0   0/0 

合計 
実施計画 2/14 4/28   6/42 

実績 1/7 4/26   5/33 

② 国内での交流       人／人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 ９１，８４０  

外国旅費 ６，７４８，２６６  

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 ３，６７６，３０３  

その他経費 ０  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

２８３，５９１  

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 １，０７７，７８０ ４／２６ 

第２四半期 ２，５４５，３５０ ６／８９ 

第３四半期 １，３２４，６１６ ５／３９ 

第４四半期 ５，８５２，２５４ １１／１１６ 

計 １０，８００，０００ ２６／２７０ 
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１３．平成２０年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国（地域）名 フィリピン共和国   

平成２０年度使用額 

（単位：円相当） 

16,502,835 

円相当

 

円相当

 

円相当

 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額を、   

  日本円に換算して記入してください。 

 


