
1 

 

平成 20 年度 拠点大学交流事業 事後評価結果 

 

 

 

交流分野 
水産学・フィリピン水圏における水産資源の環境保全的開発・利用に関

する研究 

日本側拠点大

学名 
鹿児島大学 水産学部 

相手国側拠点

大学名 
フィリピン大学 ヴィサヤス校 

交流期間 平成１０年度～平成１９年度（１０年間） 

予算配分 

平成１０年度 １９，５００千円  平成１５年度 ２３，４００千円 

平成１１年度 ２６，０００千円  平成１６年度 ２３，４００千円 

平成１２年度 ２５，５００千円  平成１７年度 ２２，３００千円 

平成１３年度 ２３，０００千円  平成１８年度 ２１，１８５千円 

平成１４年度 ２６，４００千円  平成１９年度 ２０，９７０千円 

（委託手数料含めず） 

累  計  ２３１，６５５千円 

交流実績 

＜１０年間の交流総数＞ 

派遣： ２０３人  受入： ２５４人 

 合計： ４５７人 

＜学術会合＞ 

 セミナー：５回 

＜論文等＞ 

論文：１１０件 
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１．事業の目標 

観 点 

 

10 年間の交流を通じて達成すると定めた目標について、学術的価値、社会的価値、具

体性、実現可能性等の観点から適切な目標であったか 

 

評 価   

 

 □ 適切であった 

 ■ 概ね適切であった 

 □ ある程度適切であった 

 □ 十分でなかった 

 

コメント 

本事業は、フィリピン水産業の効果的かつ持続的開発への貢献を目的とし、フィリピ

ンの水産資源及び水圏環境の開発・管理・保全に関する研究協力及び我が国とフィリピ

ン間の国際学術交流を通じて両国の水産学全般に関する研究を推進し貢献することを目

標としている。 

 

この 10 年間の研究者の交流やシンポジウム等で、両国間ではかなりの数の研究者がお

互いに共同研究、学生の教育問題についての対話、修士課程あるいは博士課程への日本

の大学への受け入れを行っており、単に研究者の交流の意味を越えて、社会的にも大き

な価値があったことと考えられる。 

 

しかしながら、事業の方向性は示されているのだが、「どの程度研究を推進するのか」

が明示されていないので、目標が達成されたかどうかの評価にはなじまない。すなわち、

全体的に目標が具体性に乏しく、実現可能性を定量的に判断することが難しいものとな

っている。鹿児島大学とフィリピン大学ヴィサヤス校の間での研究者交流、セミナーの

開催及び鹿児島大学への留学生の受入とその指導等によって、両国の水産学全般に関す

る研究を推進するという目標設定については妥当であったが、依然として「若手育成」

についてどの程度「環境を整え」どれほどの「国際人を育成する」ことが目標なのか分

かりにくい。 

 

「亜熱帯水域における水産資源と水圏環境の開発、管理、保全」に関する新たな考え

方と方法を新たに定式化することが本事業に期待された。そのためには、広大なフィリ

ピン水域にどのような資源生物が分布し、フィリピンの漁業と養殖業ではそれらがどの

ように利用されているかという現状認識がまず重要であり、第一フェーズの 3 年間に、

二つの分野の 5 つのチームで準備期間的に全体を把握するような交流あるいは研究項目

の調整をしていったのはよかったのではないかと思われる。ただし、本事業の目標設定

は、日本周辺水域を対象として形成されたこれまでの考え方と方法を、フィリピンに移

植しようとするにとどまっている。 
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２．事業の実施状況 

観 点 

 

事業の全体的な体制、共同研究の体制、セミナーの実施状況、研究者交流及びその他の

交流の状況、事業に対する相手国拠点大学・対応機関との協力の状況等が、適切に実施

されたか 

  

評 価   

 

 □ 適切であった 

 ■ 概ね適切であった 

 □ ある程度適切であった 

 □ 十分でなかった 

 

コメント 

事業の全体的な実施体制として、実施組織代表者のもとにコーディネーターを置き、

国内連絡委員会にコーディネーターを配置するのみならず、拠点大学事業実行委員会に

もコーディネーター及びサブコーディネーターを配置した体制は、本事業のような多組

織・多分野を含む全体組織の運営に有効であり、かつ応分の機能を果たしたと評価でき

る。 

 

共同研究の体制としては、10 年間を 3つのフェーズに分け、テーマ別に作られた 1～5

の 5 つのチームごとに、活動内容を明確にしたことは、長期間多岐にわたる共同研究の

推進体制としてよく整備されたものであった。しかし、フィリピン水産業の現状分析と

問題点摘出を行う体制がない。5つのそれぞれのチームが、初期の段階で担当する分野の

現状認識と問題点分析を行う必要があったが、そのようなテーマ設定になっていなかっ

た。具体的には、実施されたセミナー・研究者交流・その他の交流が個別テーマとどの

ように関わっていたのかは必ずしも十分明らかではなく、それぞれのテーマごとに、ど

のようなセミナーや交流事業への参画や関与があったのかが分かるマトリックスなどが

示されると、さらに理解が深まったと考えられる。 

 

鹿児島大学とフィリピン大学ヴィサヤス校の間で、平成 10、13、16、18、19 年度にそ

れぞれ合同のセミナーを行い、研究報告を作成するとともに、鹿児島大学がフィリピン

留学生を受け入れて研究指導を行うなど、両国の間で水産分野での連携を強化する体制

がとられたことは評価できる。 

 

2006 年にイロイロ市近郊で発生した石油タンカー事故による重油汚染問題について、

水圏環境に関わる本事業の一環として現地共同調査を継続的に行う体制をとったこと

も、適切な措置であったと考える。 

 

また、事業に対する相手国拠点大学・対応機関との協力の状況については、鹿児島大

学とフィリピン大学の大学間協定の締結を契機として、フィリピン大学ウィサヤス校に

リエゾンオフィスを開設し、常時駐在スタッフを配置したことは特筆に値する。さらに、

関連プロジェクトに従事する任期付准教授をフィリピンから鹿児島大学に採用すること
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ができたのは、事業の実現に向けて大きな推進力となったと理解できる。 

 

一方で、フィリピン留学生の受け入れ体制は整備されていたが、鹿児島大学をはじめ

日本の大学院生がこの事業に参加し、その研究成果によって修士や博士の学位を取得す

る体制がとられたのか、本報告書ではわからなかった。 

 

また、報告書に書かれているごとく、フィリピンではフィリピン大学と他の大学との

教育・研究環境に差があるため、他の大学のメンバーが参画する機会が少なかった。計

画の初めからこのような相手国の事情は調べておく必要があるように思われ、今後の改

善点としてほしい。 
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３．事業を通じての成果 

観 点   

 

交流による学術的な影響、共同研究を通じて発表された研究業績、セミナーの成果、

若手研究者の交流に関する成果、交流を通じての相手国からの貢献、交流を通じての相

手国への貢献、成果の社会への還元、予期しなかった成果、交流事業終了後の展望等の

成果について 

  

評 価  

 

 □ 十分成果があった 

 ■ 概ね成果があった 

 □ ある程度成果があった 

 □ 十分とは言えない 

 

コメント 

交流による学術的な影響として、第 1 チームが重視した水産環境と生物多様性に関す

る成果は今後さらに重要なものとなろう。第 2 チームがテーマとした伝統的漁法の再評

価も時宜を得たものである。第 3 チームが取り上げたエコ・ツーリズムもフィリピンに

おいては水産と密接に関係した活動として大きな潜在性を持っている。第 4 チームの種

苗生産技術の開発も大きな成果をあげた。第 5 チームのメインテーマである水産食品加

工はフィリピンにおける水産資源の有効利用と動物性蛋白質の供給にとって重要な課題

であり、毒ガニについても新しい成果を上げた。 

 

研究業績の中では、第 1 チームでは海藻、無脊椎動物、魚類、特に水産有用種に関す

る調査が行われ、その成果は総括セミナーでまとめられ、そのいくつかは学術誌にも発

表されており、第 2 チームでは、伝統的漁具・漁法の集魚メカニズム解明のために、フ

ィリピン側研究者との共同研究が活発に行われ、第 4 チームでは、増養殖関連の研究に

ついて、沿岸環境を破壊することなく合理的に水圏資源の利用を目指した持続的増養殖

学を発展させる研究に取り組み、それらが多くの学術誌に発表された。また、第 5 チー

ムは、フィリピンでのシガテラ毒や毒蟹による集団食中毒研究、免疫・生体防御関連生

理活性分野で、ティラピア体表粘液に細菌に対する凝集活性が認められたことなどが得

られているが、研究業績として評価できる。 

狭義の研究業績である論文発表については、第 1フェーズで 17 編、第 2フェーズで 42

編、第 3フェーズでは 51 編と尻上がりに成果が顕在化したことが認められる。また、事

後評価資料には総論文発表数は、110 編にのぼったとあるが、年度ごとに何名の研究者が

参加したのかは明記されていないので、この論文数が多いのか少ないのかは一概に評価

できない。 

 

若手研究者の交流に関する成果は、本事業のもっとも顕著な成果の一つである。10 年

間にかなりの数の研究者が交流し、平成 10、13、16、18、19 年度にそれぞれ合同のセミ

ナーを行った。新しい研究に接する機会、セミナー、シンポジウムで発表する機会、ま

た論文を学術誌にかける機会が与えられたばかりではなく、修士課程 13 名、博士課程 8

名のフィリピン留学生がそれぞれ学位を取得したことは、両国の研究協力を持続的に継
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続する上で大きな力となろう。さらに、両国におけるリエゾンオフィスの開設は本事業

の著しい成果である。 

 

予期しなかった成果の中に、2006 年にイロイロ市近郊で発生した石油タンカー事故に

よる重油汚染問題について、水圏環境に関わる本事業の一環として現地共同調査が継続

的に行われた結果、新たな研究教育拠点事業が開始された。このように、本二国間交流

事業によってわが国とフィリピンの間で、水産分野での強い連携が形成されたことは評

価される。 

 

 他方で、低緯度水圏の特性を基礎とした水産学の確立は、焦眉の急務である。低緯度

水域における漁業と養殖業の在り方に関する新たな考え方の確立や方策の提言という学

術的に見て本研究事業に期待されるべき内容について、本研究事業で成果が得られたと

は言えない。 

 フィリピン水圏における水産業の現状認識と問題点の摘出がその基礎として必要であ

るが、フィリピンの水産業の全体像が理解できない。フィリピン水圏の「開発・管理・

保全」にとって解決すべき問題の所在も明瞭にされておらず、報告されている個別の成

果がフィリピンの水産業のどの点を「開発・管理・保全」という視点から改善しようと

したのか不分明である。 
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４．総合的評価（書面評価） 

評 価  該当するアルファベットを○で囲んでください。 

 

 Ａ 研究交流の目標を十分達成できた。 

 

 Ｂ 研究交流の目標を概ね達成できた。 

 

 Ｃ 研究交流の目標をある程度達成できた。 

 

 Ｄ 研究交流の目標はほとんど達成されなかった。 

 

コメント 

広範な内容を含む交流事業全体の成果としては、活発なセミナーの実施や様々な交流

機会を通じて十分な交流基盤が形成されるとともに、特に、人材育成や若手養成などの

面で十分な成果があげられた。 

 

個々の研究論文などによる成果もさることながら、若手研究者の交流に関する成果は、

本事業のもっとも顕著な成果の一つである。新しい研究に接する機会、セミナー・シン

ポジウムで発表する機会、日本の若手の研究者に接する機会、また論文を学術誌にかけ

る機会が与えられたばかりではなく、わが国の大学に大学院学生として入学し、修士或

いは博士の学位を得て大学のスタッフになっている例は、両国の研究協力を持続的に継

続する上で極めて大きな成果である。さらに、両国におけるリエゾンオフィスの開設と

スタッフの継続的な駐在は本事業の著しい成果である。 

本事業による両国の協力関係が予期せぬ石油タンカー事故の際にも大きな役割を果た

したことは、水圏環境の劣化が深刻化している低緯度の沿岸水域の問題解決に貢献する。

本二国間交流事業によってわが国とフィリピンの間で、水産分野での強い連携が形成さ

れたことは重要である。 

 

本交流事業がフィリピンとの拠点大学交流事業として十分な成果があげられたこと

は、水産学の分野においてのみならず、両国の将来に明るい展望をもたらすものである。

 現在の国連海洋法の下では、わが国の海洋学研究者が、他国の領海あるいは 200 海里

の排他的経済水域で研究を行う場合には、このような日頃からの交流がないと中々許可

が得られなくなってきている。その意味では、単に鹿児島大学のみならず、わが国の多

くの海洋或いは水産研究機関や研究者に与える影響も非常に大きく、将来に渡る学術的、

社会的価値は大きいものと考える。 

 国連の世界食糧農業機構(FAO)なども強力に呼びかけている「責任ある漁業」の考え方

に沿った本事業の研究協力と結果の情報発信は、世界的に推進されていくものと評価で

きる。 

 

一方で、２国間交流事業によって学術的な成果を産み出すためには、「亜熱帯水域にお

いて新たな水産学を構築する」という視点が望ましかった。低緯度水域における水産学

を新たに確立する必要があり、それは人口問題を抱える低緯度水域の沿岸国にとってき

わめて重要な課題である。中高緯度水域に位置する水産学の先進国は、低緯度水域にお
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ける水産学確立に貢献することが期待されている。 

 

 


