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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施計画書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学： 鹿児島大学水産学部 

（ フ ィ リ ピン側 ）拠 点 大 学： フィリピン大学ヴィサヤス校 

 

２．交流分野・研究テーマ 

（和文）：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 

（英文）：Studies on development and utilization of fisheries resources in the coastal waters in the 

Philippines 

   交流課題に係るホームページ：http://                                         

 

３．開始年度 

   平成１０年度（ ９年度目） 

４．実施組織 

日本側実施組織 

  拠点大学：鹿児島大学水産学部 

  実施組織代表者：鹿児島大学水産学部長・松岡 達郎 

 コーディネーター：鹿児島大学水産学部教授・越塩 俊介 

     協力大学： 

名   称  学部／学科／その他 連絡責任者 備 考 

北海道大学 大学院水産学研究科  山下成治 助教    

北里大学 水産学部 児玉正昭 教授  

同志社女子大学 現代社会学部 後藤 明 教授 

東北大学 農学部／大学院農学研究科 木島明博 教授   

東京海洋大学 海洋科学部 河野 博 教授 

東京大学 大学院農学生命科学研究科 黒倉 寿 教授 

近畿大学 農学部／水産学科 山根 猛 教授 

京都大学 大学院農学研究科（農学部） 林  勇夫  教授 

三重大学 生物資源学部 前田広人 教授  

高知大学 農学部／栽培漁業学科 川合研兒 教授  

広島大学 生物生産学部／大学院生物圏科学研究科 山尾政博 教授  

九州大学 農学部／大学院農学研究科 矢野友紀  教授  

佐賀大学 農学部／生物生産学科 武田 淳 教授  

長崎大学 水産学部 市川 寿 教授  

宮崎大学 農学部／水産科学 村田 壽 教授  
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     事務組織： 

鹿児島大学事務局（研究協力部長 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 財務部経理課経理係長[水産学部担当] 総

務係 ) 

 

相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 

     拠点大学：（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 

  実施組織代表者：（英文）Fortes, Romeo 

 コーディネーター：（英文）Fortes, Romeo ，Professor, Dean, College of Fisheries, University of 

the Philippines in the Visayas. 

 協力大学：（英文）1) Don Mariano Marcos Memorial State University 

2) Mariano Marcos State University 

           3) State Polytechnic College of Palawan 

4) Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology 

                    5) Mindanao State University 

                    6) Iloilo State College of Fisheries 

7) Bicol University 

8) Central Luzon State University 

                    9) Cagayan State University 

10) Pangasinan State University 

11) Panay State Polytechnic College 

12) Cebu State College of Science and Technology 

13) Davao Del Norte State College  

14) Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 

（和文）1)ドンマリアノマルコスメモリアル州立大学 

2)マリアノマルコス州立大学 

3)パラワン州立ポリテクカレッジ 

4)ザンボアンガ海洋科学技術州立カレッジ 

5)ミンダナオ州立大学 

6)イロイロ水産カレッジ 

7)ビコル大学 

8)セントラルルソン州立大学 

9)カガヤン州立大学 

10)パンガシナン州立大学 

11)パナイ州立ポリテクカレッジ 

12)セブ州立科学技術カレッジ 

13)ダヴァオ州立大学 

14)農業省漁業水産資源局 
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５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 

鹿児島大学水産学部とフィリピン大学ヴィサヤス校の間の拠点大学方式による研究協力事業は、

「フィリピンにおける水産資源および水圏環境の開発、管理、保全に関する研究協力プロジェクト」

を標榜している。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、わが

国とフィリピンとの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もってこれ

に貢献することを目標としている。 

上記目標を達成するために、研究課題を第 1 分野「フィリピン沿岸域の水産資源の利用と管理

に関する研究」、第 2 分野「フィリピンの水産資源の生産と利用に関する研究」に分け、さらに、第１

分野を３研究チーム、第２分野を２研究チームから構成し、それぞれの研究課題を決定した。 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

第 1 フェーズ（1 年目～4年目）を開始するにあたり、基礎情報収集のための予備調査を行い、

日比双方の意見交換、研究者グループごとの共通研究課題の設定がなされ、この期間に、研究協

力の基礎が十分に出来上がった。第2フェーズ（5年目～7年目）では、ほぼすべてのチームがフィ

リピンにおける研究サイトを設定し終え、現場での研究が開始されている。第 3 フェーズ（8 年目～

10 年目）に入ると、各分野とも最終目標に向けた小括を行いながら、同時に重要性の高いと思わ

れる新規共同研究も開始した。共同研究の区切りとしてのセミナーを 2 年おきに開催しているが、

平成１６年度に鹿児島で開催した水産増養殖と環境に関するセミナーの成果が学術雑誌（UPV 

Journal of Natural Sciences）として、平成１７年度に出版された。また、他の分野についても、実態

調査を中心とした成果が各種出版物に発表され、その後の個々の交流に関連する研究を現在継

続中である。 

本事業の高次目的である、「フィリピン水産業の効率的で持続的な開発のための基礎の確立」

の視点から到達点を考慮しつつ、本事業の到達目標である、「日本およびフィリピンでの水産科学

技術分野での研究の推進と貢献」は、達成に向けて順調に推移しつつある。 

 

７．平成１８年度の研究交流目標 

沿岸環境と水産資源利用に関するセミナーを、本年９月にイロイロ市で開催する予定であるため、

本年度の交流は、このセミナーを考慮した交流となる。内容としては、これまで行ってきた沿岸漁場

の環境浄化や海洋生物の多様性の保全に関わる研究、水産食品の有効利用ならびに安全に関

する研究について、口頭発表及びポスター発表のセッションを通して成果を確認する。さらに、そ

の後の方向性についても検討する予定である。したがって、本年度は、これらの分野への重点的

予算配分を考慮している。また、双方の拠点大学に所属する大学院生に対してはできるだけ発表

の機会を広げ、若手研究者育成の一助とすることも交流目標としている。 
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８．平成１８年度の交流事業の概要 

８－１ 共同研究 

チーム１：これまで行ってきた水産環境と生物多様性の保全に関する研究を継続し、個々の研究

のまとめの段階に入るとともに、論文博士取得を目指すフィリピン側メンバーをバックアップする。ま

た、比較的最近立ち上げた化学物質による沿岸汚染の実態をとらえる研究については、フィリピン

における分析設備や分析技術の確立に引き続き力を入れるとともに、重油もれなど災害時の調査

に対応できる体制作りにも着手する。 

チーム２：漁業技術に関する基礎的・応用的研究を継続実施するが、特にフィリピン側若手研究員

の育成の最終段階に位置しなければならない時期であることを念頭に入れ、これまで継続して実

施してきた日比の共同研究テーマである『フィリピン式浮魚礁パヤオ周りの集魚機構解明』のため

の追補的資料収集と解析・分析およびこれらの研究指導を実施する。 

チーム３：昨年度に引き続き、フィリピン沿岸域の資源利用問題（小規模零細漁業の操業実態と資

源利用の関係、漁村の経済的活性化と資源利用の関係、輸出志向型水産業の展開と資源利用の

関係）に焦点を当て、日本側研究者とフィリピン側研究者による共同研究を継続し、またフィリピン

のサンゴ礁域におけるエコツーリズムの展開と漁業操業、資源利用との関係性についても並行して

調査を行う。日本においては漁村の経済活性化の先行事例及び資源管理の成功事例を共同研

究し、フィリピンにおける地域経済開発のモデルとして分析する予定である。 

チーム４：H17 年度の事前調査に引き続いてウシエビの栽培漁業実験を行う。この研究はチーム 2

および3との複合テーマであり、栽培漁業の社会経済的な効果を期待するものである。すなわち種

苗放流に基づく栽培漁業が漁業者の増益だけでなく、地域漁業者に資源管理の重要性を実感さ

せ、新たな社会秩序を地域に導入して包括的な漁業管理を行える可能性をもつ点で今後の成果

が期待される。 

チーム５：未利用水産物の食品としての利用に関する基礎研究では、水産物の毒性および毒成分

の諸性に関する研究を継続して行い、①フィリピンにおいてサラダなどの食材として一般に流通し

ている海藻 Caulerpa のマウス致死活性について解明する。②ネグロス島やパナイ島などの水産物

市場において売られている巻き貝などの毒性について詳細なモニターを行う。さらに、H17 年度よ

り、フィリピンにおいて、主要な養殖魚であるティラピアおよびミルクフィッシュの加工時に産出され

る水溶性タンパク質および体表粘液の有効利用として、同物質の抗菌・免疫賦活作用に対するス

クリーニングが開始され、H18年度においても水溶性タンパク質における抗菌タンパク質ならびにミ

ルクフィッシュの体表粘液におけるグラム陽性菌に対する増殖阻害について解明していく予定であ

る。以上より、食品衛生ならびに水産物の有効利用に関するにおける重要な知見が期待される。 

 

 

 

８－２ セミナー 

沿岸環境と水産資源利用に関するセミナーを、本年 9 月にイロイロ市で開催する予定である。こ

れまで行ってきた沿岸漁場の環境浄化や海洋生物の多様性の保全に関わる研究、水産食品の有
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効利用ならびに安全に関する研究について、口頭発表及びポスター発表のセッションを通して成

果を確認し、Proceedings として出版する予定である。また、双方の拠点大学に所属する大学院生

に対してはできるだけ発表の機会を広げ、若手研究者育成の一助とする。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成１９年度に本事業が終了することから、最終年度に計画している総括プログラム開催に関す

る策定および計画等の打ち合わせのため、日本側からコーディネーターおよびサブコーディネー

ターを派遣する予定である。また、本拠点事業を通して設立されたリエゾンオフィス関連交流にフィ

リピン側研究者を２名招待する予定にしている。 
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 

９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS） 

フィリピン 

（DOST） 
   合計 

日本（JSPS）  28/322    28/322 

フィリピン（DOST） 21/322     21/322 

       

       

       

合計 21/322 28/322    49/644 

 

９－２ 国内での交流計画 

０／０ （人／人日） 

 

 


