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総合的評価  

 

評  価 

Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標も達成された。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

鹿児島大学水産学部は、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というテーマでのアジア研究教育拠点事業を行ってきた。こ

の中で、特に 2006 年にフィリピンで起こった石油流失事故の影響評価と対策に関して、

UPV と共同研究を行い、石油汚染調査、リメディエーション実験、社会研究等を行い、6

年後にもその影響が残存していることを明らかにするなど、一定の研究成果を挙げた。

東南アジアでの石油流出事故後に長期にわたったモニタリングを行うことは、プロジェ

クトのサポートなしでは考えにくく、その意味での成果は上がったと考えられる。年 1

回のセミナー等で人的・学術的交流も盛んに行われ、カウンターパートの大学との研究・

教育交流を押し進めるとともに、その他の大学研究機関との研究交流にまで拡大し、サ

ンカルロス大学との共同研究で面白い成果を上げ、学術交流協定を結ぶなど、今後に向

けた準備も行っている。教育面ではセミナーに参加したフィリピン人学生および日本人

学生数名に対する貢献があった。さらに漁民等にも説明会を開く等社会への還元も行わ

れている。限られた予算の中、様々な問題の多い東南アジアでこれだけの活動を行った

ことは評価できる。 

一方で、研究面では論文はある程度は出版しているものの、研究面でのアウトプット

としての論文発表が少ない。5 年間のプロジェクトで発表した論文が 35 編である。さら

に、論文 35 編のうち査読付き論文は 11 編であり、インパクトファクターは 1 編が 1.6951

であることを除き、5 編が 1 以下、4 編が 0 である。日本人 77 名、フィリピン人 41 名と

いう極めて多数の研究者・院生などが参加したプロジェクトの成果としては少ない。努

力は認めるが、研究面で世界水準の成果が上がったとはいえず、今後の学部・大学とし

てこの分野を強化する努力が必要である。 

さらに、今回のプロジェクトのテーマとして、あえてすでに 2 年経過して回復期にある

石油流出事故という「イベント」を対象としたことの難しさがあったと思われるが、石油

流出後の回復促進技術の開発のレベルには達することができなかったことは残念である。 

今後の発展という観点では、UPV やサンカルロス大学との研究教育の協力に関しては、

さらなる発展が大いに期待される。本事業の方向性（水産資源としてのネガティブイン

パクト対策）で世界水準を目指す努力は継続していってほしい。組織的には、海洋資源

環境教育研究センターを拠点とし、水産学部で国際連携研究科プログラムを立ち上げて

いく案も評価できるが、早期に具体的な構想を作成し、概算要求等を行っていくことが

強く期待される。 

以上のことから、現地大学やフィリピン社会の要望にもこたえながら、一定の研究成

果をあげ、また若手育成、学生教育、研究拠点への組織改編へとつなげており、当初設

定の目標どおりの成果が上がったと評価される。 



 
 

１．これまでの交流を通じて得られた成果  

 

観  点 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠 

点の構築」の観点から成果があったか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果があがっている。  

■ 概ね成果があがっている。  

□ ある程度成果があがっている。 

□ 成果があがっているとは言えない。 

コメント 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠点の構築」

の観点から成果があったか。 

「学術的側面」では、2006 年にフィリピンで起きた石油流出事故の影響評価と対策を

中心に学術的側面の成果はある。具体的には流出した石油成分が減少しつつあるが、事

故以前と比較して貝類中で 7−18 倍も高いこと、汚染油の分解に関与する真菌類や菌類

を分離したことなど、新規の知見を得ている事が評価される。 

「若手研究者の養成」に関しては、サブコーディネーターに准教授を配置して、プロ

ジェクトを遂行し、また大学院生（27 名）も加わって国際セミナーに参加させる今後の

研究の核となる人材が育つことが充分期待される。一方、留学生受け入れの点では、1

名が学位を取得してフィリピンに帰国したというものであり、具体的な数的評価として

は低い。 

「研究教育拠点の構築」としては、H27 年度に人員配置を行い、鹿児島大学付属海洋

資源環境教育研究センターのへ改革、UPV 内の環境汚染研究グループの立ち上げ、学部

内での国際連携研究科プログラムの検討など研究教育拠点構築も進んでいると評価さ

れる。 

 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

フィリピンの石油流出事故後の影響評価に関しては、研究成果が上がっているようで

ある。しかし、43 報の論文とあるが、リストには 35 報しか出ておらず、査読つき論文

は 11 編である。これらの論文のインパクトファクターは 0～1 がほとんどであり、最高

でも Fish. Res.の 1.695 である。また、半分程度はネガティブインパクトと直接結びつ

いておらず、多くの研究者が両国から参加した 5 年間の成果としては低い評価しか与え

られない。さらに、鹿児島大学水産学部学内誌が多く、もう少し外部への論文発表があ

った方がより良かったのではないか。 

 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

流出油の影響評価と対策を助けたこと自体、重要な社会還元だと思われるが、H20、

21 年に現地漁業者に対して講演および説明を行い、環境保全への啓蒙を行ったこと、ま



 
 

た現地の他大学(LapuLapu City College)で講演を行った事等で社会還元を行っている。

できれば説明会等をもっと頻繁に行うとよかったのではないか。 

 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

サンカルロス大学との学部間学術交流協定や大学院授業担当等、今後につながる活動

は評価できる。中間評価の結果を受けて、石油汚染以外の環境汚染調査として行ったセ

ブ市内の河川調査で、新たな遺伝毒性物質を見つけたことは、計画にある「魚病」の分

野の取り組みと思われ、これが「当初予期してなかった活動成果」であるかどうか、判

断しかねるが、今後の研究の発展が期待される。 



 
 

２．研究交流活動の実施状況 

 

観  点 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適

切に計画し、実施したか。 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であっ

たか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されてい

たか。 

 

評  価 

□ 想定以上に効果的に実施されている。  

■ 概ね効果的に実施されている。  

□ ある程度効果的に実施されている。  

□ 効果的に実施されているとは言えない。 

コメント 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適切に計画し、

実施したか。 

石油流出事故を中心に、主要テーマである石油汚染の調査、バイオレメディエーショ

ン実験、石油流出事故後の漁村復興の実態解明等の研究を適切に進めており、目的は十

分に達成していると言える。「セミナー」は毎年国内およびフィリピンで計 5 回計画・実

施され、その参加者も H21 年は 63 名、H22 年 34 名、H23 年 45 名、H24 年 38 名と多くの

研究者が参加し、情報交換が適切に行われたと思われる。「研究者交流」としても、鹿児

島大学教員が UPV の客員教授となるなど適切に行っており、さらに、別資金で院生を現

地におくるなどの努力も評価できる。 

 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であったか。 

プロジェクトに関してサブコーディネーターに准教授を配置して、共同研究と国際シ

ンポジウムを遂行しており、鹿児島大学と UPV の間の実施体制には問題ないと考えらえ

る。ただし、国内他大学の研究者が多く参加しているが、寄与は大きくなく、彼らがど

の程度関与したかは疑問がある。予算の制約上困難な部分もあるが、国内、相手国とも

に、もっと多くの大学や研究機関の参加が、しっかりした形であるとよかった。なお、

フィリピン側は現地でのセミナー開催に当たり、適切に協力したと思われる。 

 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

書面で確認できる範囲内では経費の執行は適切と考えられる。 

 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されていたか。 

ファンド名および額の記載が無いが、発展途上国とのマッチングファンドは多くの場

合難しく、本事業の制度上の制約の中で共同研究中の現地での移動、消耗品、セミナー

開催費用、国内参加旅費の負担など精一杯行っており、派遣する側が国際航空運賃、相

手国での滞在費を負担、同等数の交流をすることにより応分の負担をしたと判断される。 



 
 

３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 
・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果が期待できる。  

□ 概ね成果が期待できる。   

■ ある程度成果が期待できる。  

□ 成果が期待できない。 

コメント 

・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

本事業で行われた、特に石油汚染の事後調査と UPV へのサポートいう観点では多くの

努力を行い、その成果も評価ができる。 

鹿児島大学では、海洋資源環境教育研究センターの教員交代により、より環境汚染に

特化した教育研究体制を構築することを予定している。また、UPV も環境汚染研究グル

ープが立ち上がりつつあり、UPV やサンカルロス大学との連携強化も期待ができる。さ

らに、東南アジア域内の他大学水産系学部が参加する国際連帯研究科プログラムの形成

にも取り組んでいる。フィリピン政府も今後 UPVのモニタリングをサポートすることと、

鹿児島大側も協力することとしており、他のこれまでの試みに関しても、鹿児島大学が

東南アジアの水産科学の発展に与えてきた影響は大きく、今後も継続的な研究交流活動

の実施が期待できる。日本国内においては、名前のみ上がっている研究者が多いように

も見受けられるが、国内他大学（三重大、東京海洋大など）からも多くの研究者が参加

し、協力している。特に業績面では、三重大の寄与があった。 

しかし一方で、水産資源に対するネガティブインパクト対策に関して、鹿児島大学水

産学部が世界的水準の研究教育拠点かという意味では、まだまだ不十分のように思え

る。特に論文リストを見る限り、発表論文 35 編のうち、フィリピン人研究者が主著者

となっているものが 20 編であり、日本人研究者の成果が相対的に少ない。ネガティブ

インパクト対策といった観点での仕事は必ずしも多くはなく、また卓越した仕事とも言

えない。また、査読付き論文は 5 年間で 11 編であり、これは明らかに少ない。さらに、

それらの多くはインパクトファクターが 0～1 であり、唯一、Fish. Res.がインパクト

ファクター1.695 である。なお、今回テーマとした石油流出は事故であり、例えばゴミ

問題、下水道処理、上水の確保、富栄養化など、それよりも継続的に取り上げるべき重

要な課題は多く存在すると思われる。これらの課題に取り組むことで、相手国への成果

の還元につながることも考えられる。 

今後、この方向で世界的水準を目指すのであれば、大学・学部を上げてその方向性を

さらに強く打ち出して努力していく必要がある。特に、付属海洋資源環境教育研究セン

ターを拠点とする試み、国際連携研究科プログラムを形成する取り組みは、それなりに

評価はできるが、残念ながら現状ではっきりした構想が見えていない。近い将来の概算

要求など具体的な取り組みに期待をしたい。 

 

 
 


