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アジア研究教育拠点事業 
平成２４年度 実施計画書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 鹿児島大学水産学部 

（ ﾌ ｨ ﾘ ﾋ ﾟ ﾝ ） 拠 点 機 関： フィリピン大学ヴィサヤス 

 

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 centre 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.html 

 

３．採用期間 

 平成 20 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日 

（ 5 年度目） 

 

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・松岡 達郎 

 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

水産学研究科、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  

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 経理係長 総務係 ) 
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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）国名：フィリピン共和国 

拠点機関：（英文）University of the Philippines Visayas (UPV) 

      （和文）フィリピン大学ヴィサヤス 

 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 the Philippines Diliman,The Southeast Asian Fisheries  

Development Center,University of San Carlos,Cebu Technological 

University 

（和文）フィリピン大学ディリマン、東南アジア漁業開発センター、 

サン・カルロス大学、セブ工科大学 

 

 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 

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

を与えることであり、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（以下 UPV）との間

での（独）日本学術振興会の拠点大学交流事業として、「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。 

 



 

 

3 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

鹿児島大学水産学部は、過去 10 年間、UPV との拠点大学交流事業で実施した「沿岸海

域における水圏環境・資源の利用」に関する共同研究成果を継承・発展させ、本アジア研

究教育拠点事業により、石油流出による環境汚染、それ以外の化学物質による環境汚染、

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

インパクトも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こととした。

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

による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、両校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、２分野、４チームによる共同研究が行われた。石油汚染モニタリングを中

心とするチームでは流出事故直後から、生物を含む沿岸環境中の石油成分分析を行い、石

油成分の底質および生物中濃度は昨年度と同様に低下傾向を示すものの、生物中からはい

まだに高い濃度にあることを明らかにしており、モニタリング継続の必要性が提案されて

いる。また平成２３年度、あらたな水環境汚染として、セブ島セブ市内のボツワヌ川の現

地調査を、サンカルロス大学との共同研究で実施し、その水質に魚類に対する Genotoxicity

のあることが判明した。病原性細菌による魚貝類汚染に関する研究では、フィリピンのバ

コルド市内の河川水１ml あたり 10 万細胞もの大腸菌群が検出されたことから、汚染され

た河川で漁獲された水産物の摂取による下痢の発生の恐れがあると考えられた。なお、腸

炎ビブリオ菌も１ml あたり数十細胞分離され、耐熱性溶血毒の遺伝子の有無を調査したが

いずれも陰性であった。 

海岸に漂着した流出油の、微生物による分解（バイオリメディエーション）を中心とす

るチームでは、平成 18 年にフィリピンギマラス島南部沿岸域で分離した石油分解細菌 a1

株（Alcanivorax dieselolei 近縁株）、b3 株（Marinobacter hydrocarbonoclasticus 近縁株）、

c17 株（Alcanivorax sp. P663 近縁株）が C 重油存在下、30℃という比較的高温条件下で

増殖し、それに伴って n-アルカン、多環芳香族（PAH）の分解が認められた。平成 20 年度

に設置したフィリピンギマラス島南部沿岸域のバイオリメディエーション実験区より石油

存在下で増殖可能な真菌類を分離した。18S リボゾーム RNA 遺伝子に基づく分子系統解析

の結果、主に Aspergillus 属、Penicillium 属、Fusarium 属、Trichoderma 属、Fomitopsis

属に属することが示された。現地海水中の石油成分を分析したところ、アルカン類の低分

子化が確認され、多環芳香族炭化水素化合物（PAHs）は調査期間（7 日間）中増加したこ

とから、微生物による可溶化（乳化）が生じたものと思われる。なお、アルカン類、PAHs

いずれも、無機栄養塩（Osmocote）添加による石油成分の分解促進作用は認められなかっ

たが、石油分解細菌をヤシ殻粉末や籾殻粉末に固定化することにより石油分解能の向上が

認められた。このことから、これらの石油分解細菌が熱帯・亜熱帯沿岸域での石油汚染に
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対する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。石油汚染のバイオ

リメディエーションに加え、有機物汚染の著しい養殖漁場の底質改善に、酸素発生剤であ

る過酸化マグネシウム MgO2の添加が有効であることが判明した。 

流出油が漂着したギマラス島を中心に、地元州政府によ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の調査を中心とするチームでは、ギマラス島、ボラ

カイ島及びアポ島の事例を調べ、生計復興プログラム、観光開発などが地域社会へ与えた

社会・経済学的影響について、概況調査を実施した。ギマラス島の石油流出被害に対する

復興プログラムでは、フィリピン水産局からの無償援助などにより養殖業の復興が図られ、

島内リゾート事業の回復により、養殖魚の重要な販路を形成するに至っていることが分か

った。ボラカイ島では 1980 年代からの観光開発で観光施設が相次いで建設される一方で、

観光産業の経営資源である自然環境等を保全することを目的に、海岸線の使い方や建造物

に関する規制が条例化されるとともに、下水処理施設の整備や海砂流出の管理が行われる

ようになった。その結果、生活スタイルの変化（半農半漁からサービス業への従事）、魚介

類供給の構造変化（自給自足から一大消費地への変貌）、生活水準の向上（グレード 4 から

グレード 1 への成長）、サンゴ礁の保全（自給自足を目的としたダイナマイト漁の消滅）、

海岸線の利用形態の変化（所有権の認められない海岸線の観光施設による囲い込み）、環境

劣化（海浜への硫化物の堆積）、富の偏在の可能性などの影響が見られることが明らかにな

った。一方、アポ島では1970年代にダイナマイトや毒使用した漁業が頻繁に行われており、

周辺海域の資源悪化が顕著になり、漁業者は地元の海から近隣の島を渡り歩き、同様の漁

法による資源悪化を招いた。そこでアポ島では 1982 年より、漁場として利用されていなか

った海域でのダイナマイトや毒を使用した漁法の禁止、海洋保護区：Marine Protected Area

（MPA）の設定によって、サンゴ礁が徐々に復活、水生生物も豊かになった。その結果、

シュノーケリングを目的にした観光客が増加し、電気や道路と行った生活インフラが整備

されていった。1994 年、アポ島がフィリピン政府より保護地区として取り扱われるように

なり、種々の自然環境保護対策が行われるようになった。漁業と観光業の組み合わせによ

って、島民の所得水準はかつてよりも向上し、島外へ移り住んでいた島民が戻ってくるよ

うになった。その一方で、島内人口の増加に伴うゴミ問題などの環境問題の発生が懸念さ

れている。海洋環境が悪化すれば観光産業は成立せず島民の生活に大きな影響を及ぼすこ

とから、社会資本の整備が課題のひとつになるものと考えられる。 

漁業に関する調査を中心とするチームでは、農薬がエビ類の策餌に要する時間の増大、

策餌成功回数減少などを引き起こし、実際の環境での生き残りに影響を及ぼす可能性が示

された。さらに、浮魚礁（パヤオ）流失防止を目指した設置及び管理に関する調査を行い、

パヤオの構造、設置状況およびその管理手法を調査した。また、バイオロギング手法を用

いた、パヤオの魚類蝟集効果に関する研究にも着手した。 

 これらの成果の一部は、国際誌 16 編、国内誌 22 編として公表されている。また、毎年

度行われるセミナーは、日本で 3 回、フィリピンで 1 回開催され、国内外の多くの研究者



 

 

5 

 

および院生が研究成果を発表しており、現地調査も含めて、若手研究者育成のよりよい場

となっている。さらに、一部の研究者が UPV などの海外の大学を訪問した際、現地の要請

に応じて院生等を対象としたセミナー形式の講演を行っていると共に、鹿児島大学水産学

部教員が UPV 修士課程院生の外部評価委員となり、修士課程修了のための最終評価を行な

っている。 

 

７．平成２４年度研究交流目標 

鹿児島大学側の研究体制である 2分野 4チームに対応したUPV側研究体制が確立されて

いる。鹿児島大学では若手を中心とするサブコーディネーターが、UVP 側サブコーディネ

ーターと協力して共同研究を進めており、この枠組みは初年度から変わらず機能している。 

本研究課題は、石油流出による環境汚染、それ以外の化学物質による環境汚染、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

クトが水産資源あるいは沿岸環境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、2 分野 4 チームで UPV を拠点校として研究交流を進めている。 

 石油汚染モニタリングを中心とするチームでは、UPV 側メンバーと共同で、ギマラス島

での試料採取および分析を引き続き行い、沿岸環境およびそこに生息する生物の汚染状況

を明らかにすることを目指す。また、水質汚染の著しいセブ島ボツワヌ川で観察された魚

類に対する Genotoxicity を示す物質を明らかにするための現地調査を予定している。 

海岸に漂着した流出油の、微生物による分解（バイオリメディエーション）を中心とす

るチームでは、平成 20 年度に設置したフィリピンギマラス島南部沿岸域のバイオレメディ

エーション実験区で採取した底泥について、石油分解細菌を含む微生物群集の動態解析を

継続する。また、ヤシ殻・籾殻粉末固定化石油分解細菌の実用化を目的に、現場環境を模

したメソコスム実験を計画している。地球温暖化に伴う水産業への影響の軽減を目的とし

て、フィリピンにおけるジャトロファや緑藻類からのバイオマス燃料生産の可能性につい

て、フィリピン側参加者との調査を継続する。また、UPV の若手研究者や学生を対象とし

て、変性剤濃度勾配ゲル電気泳動（DGGE）を中心とした微生物群集解析技術の講習会を

開催する予定である。 

流出油が漂着したギマラス島を中心に、地元州政府による生計復興プログラムの一環で

ある養殖事業および観光事業についての調査を中心とするチームでは、ギマラス島におけ

る生計復興プログラムの現状と課題について明らかにする。ギマラス島ではオイル流出事

故からの経済的回復を目的にした生計復興プログラムの一環として、州政府等の主導で魚

類養殖業や観光業が導入されている。これまでの調査では、ギマラス島における生計復興

プログラムの概要、漁村での実際の展開について分析を加えてきた。また、観光業の導入

による地域発展を目指すボラカイやアポ島などの先行事例の分析を通じて、漁村地域への

観光事業導入の効果と課題を分析してきた。最終年度は、これらの研究蓄積を踏まえて、

ギマラス島における生計復興プログラムが、オイル流出事故からの経済的復興に果たした
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役割と課題について明らかにする。 

漁業に関する調査を中心とするチームでは、浮魚礁の集魚能力および主要構造体の強度

の経時変化を明らかにするため、超音波を用いた音響調査によって、浮魚礁周辺の生物量

を 24 時間以上連続して測定する方法を検討し、同時に漁獲調査も実施する。課題として残

されたハイドロフォンの固定方法を改善し、パヤオに蝟集する魚類の行動測定方法を確立

する。さらにカセサート大学、SEAFDEC の研究者と共同で行なってきたカニかご、イカ

かごなどの漁業実態調査の結果をまとめて、沿岸漁業の資源管理方策について検討する。 

若手研究者養成では、若手サブコーディネーターを中心として共同研究を進めると共に、

院生を中心とした若手研究者を現地に派遣し、国際共同研究の経験を積ませる。最終年度

である今年度は、４分野すべてに亘ったセミナーを実施する（開催地未定）予定となって

おり、多くの若手研究者（院生を含む。）をこれに参加させる。一昨年度から始まった大学

独自の予算による大学院生の海外の大学での正規授業受講を継続するため、UPV に水産学

研究科院生を派遣し、現地での経験を積ませる。また今年度は、日本学生支援機構の支援

により、フィリピン側から院生が鹿児島大学を訪問し、授業を受講する予定である。さら

に UPV 側若手研究者（院生を含む）を対象として、技術ワークショップ、あるいは鹿児島

大学教員によるセミナー形式の講演を実施する。 

以上により、当学部の若手研究者と UPV および東南アジア諸国研究者との国際研究交流

促進を目指す。
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８．平成２４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 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, Professor, Faculty of Fisheries, Kagoshima 

University 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Resurreccion B Sadaba, Professor, College of Arts and Science, 

University of the Philippines in the Visayas 

 

交流予定人数 

（※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 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

ﾀｲ 

（日本

側）  

ｲﾝﾄﾞﾈｼ

ｱ（日本

側） 

計 

<人／人日> <人／人日>   <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 9/90 1/10 1/10 
11/110 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ（日本側参加） 

<人／人日> 

1/10    
1/10 

 

<人／人日> 

    
 

合計 

<人／人日> 
1／10 9／90 1/10 1/10 12/120 

② 国内での交流       4人／16人日 

日本側参加者数  

     73名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（フィリピン）側参加者数 

     41名 （１２－２ 相手国（フィリピン）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動計画 

平成18年から実施している化学分析による流出油汚染のモニタリング

を継続し、重油流出事故 5 年後の流出油汚染状況を明らかにして今後の

調査の必要性を検討する。また、昨年度新たに開始されたセブ島の汚染

河川での共同研究で、魚類に対する Genotoxicity原因物質について継続

調査を行う。流出油除去対策であるバイオリメディエーションでは、現

地および実験室での調査を継続し、熱帯域でのバイオリメディエーショ

ンの有効性を検証する。また、地球温暖化に伴う水産業への影響の軽減

を目的として、フィリピン原産の材料を用いたバイオディーゼル燃料生

産についての共同研究を継続する。 

ギマラス島における生計復興プログラムが、オイル流出事故からの経

済的復興に果たした役割と課題について明らかにする。また、浮魚礁の

集魚能力などを明らかにするため、超音波を用いた音響調査と漁獲調査

を実施すると共に、バイオロギングなどの手法を用いて浮魚礁に蝟集す

る魚類の行動測定方法を確立する。 

２４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 

平成 20年度以降、実施してきた調査結果から、石油成分によって汚染

された魚介類の現時点での回復状況が明らかとなり、食品としての安全

性を明らかにすることができる。油流出海域およびバイオリメディエー

ション現場実験で採取した海水中の石油分解細菌や石油成分分析から、

石油成分分解特性が明らかとなったが、現場の底質中分解菌を調べるこ

とにより、熱帯域におけるバイオリメディエーションの有効性の検証を

行うことができる。また、流出油以外のネガティブインパクトとして、

都市域（セブ島）由来の汚染物質が魚類に与える影響が明らかになり、

東南アジアの都市域で抱える水質汚染の一部に対する対策に資すること

ができる。熱帯域の漁村の経済開発が社会・経済状況にどのような効果

をもたらすか調査し、今後のフィリピンの漁村における復興プログラム、

あるいは経済開発に有益な情報提供を行うことができる。さらに、上記

と同様に調査例の少ない、熱帯域の漁業活動（浮漁礁など）の、水産資

源あるいは海洋環境などに対する影響を明らかにすることができる。 

以上の共同研究実施により、本事業で形成されつつある「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」について、今後も

両拠点校がその維持発展に協力することが確認される。 
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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」 

（英文）JSPS Asian CORE Program “Formulation of research 

centre on control against negative impacts to coastal fisheries 

resources in Southeast Asia“ 

開催期間 平成 24 年 10 月 24 日 ～ 平成 24 年 10 月 25 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 City, 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, Professor, Faculty of Fisheries, Kagoshima 

University 

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）Resurreccion B Sadaba, Professor, University of the 

Philippines in the Visayas 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（フィリピン） 

日本 

<人／人日> 

A. 8/80 

B.  

C.  

フィリピン 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 12/24 

 

<人／人日> 

A.  

B.  

C.  

合計 

<人／人日> 

A. 8/80 

B.  

C. 12/24 
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A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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。） 

 

セミナー開催の目的 流出油及びその他のネガティブインパクトの水産資源に対する影

響に関する研究成果を中心として、現地調査によって明らかにな

りつつある、研究成果を報告する。 

期待される成果 ネガティブインパクト、特に流出油の水産資源に対する影響解析

の情報を参加者間で共有し、今後の共同研究の進展を図る。また、

院生を含む若手研究者を積極的に参加させ、国際会議の経験を体

験させることにより、後進の育成が期待される。 

  

セミナーの運営組織 日本側責任者 小山次朗 

フィリピン側責任者 Resurreccion B Sadaba 

 日本側およびフィリピン側サブコーディネーターによる実施委員会が

組織される。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容   参加旅費        金額 2,500,000 円 

 （1 週間程度の現地調査を含む） 

（フィリピ

ン）側 

内容   セミナー経費       金額 100,000 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） 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

フィリピン 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 1/10  1/10 

 

<人／人日> 

    

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

 1/10  1/10 

②  国内での交流         ０人／０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 

鹿児島大学水

産学部・教授 

松岡達郎 

フィリピン・

イロイロ・UPV 

 １１月 UPV からの要請による、UPV 院生に対

する水産学に関する授業（授業名：

special topic、単位認定あり） 
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９．平成２４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> 
フィリピン

<人／人日> 

タイ 

（日本側） 

<人／人日> 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

（日本側） 

<人／人日> <人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 18/180 1/10 1/10  20/200 

インドネシア（日本側参加） 

<人／人日> 
1/10     1/10 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
1/10 18/180 1/10 1/10  21/210 

 

※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 

4／16  <人／人日> 
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１０．平成２４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 416,000 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 6,251,000 

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

1,200,000  

その他経費 400,000  

外国旅費・謝金
等に係る消費
税 

313,000  

計 8,580,000 
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 858,000 
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 9,438,000  

 

 

１１．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 630,000 1/10 

第２四半期 3,360,000 8/88 

第３四半期 3,780,000 12/88 

第４四半期 1,668,000 4/40 

合計 9,438,000 25/226 

 


