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アジア研究教育拠点事業 

平成２１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 
（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ側）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（ 2 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、総務係長、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（地域）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 Visayas, Professor, Resurreccion B.Sadaba  
 協力機関：（英文）University of the Philippines Diliman 
                   The Southeast Asian Fisheries Development Center   

（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 

 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、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２１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 21 年度は、研究期間第一期（2 年：情報収集と

モニタリング）の 2年度目として、以下のように目標を設定する。 

UPV の所在地ヴィサヤ諸島ギマラス島周辺で、平成 18 年 8 月に発生した大規模重油流出

事故から 3 年が経過し、その間、多くの水産資源に多大な影響を及ぼしている。この間、

鹿児島大学と UPV は、流出油による沿岸環境汚染とその水産資源に対する影響評価に関す

る共同の調査研究を継続してきた。平成 21 年度の水産資源と沿岸生態系に及ぼす影響に関

する研究交流では、従来の生物中石油成分モニタリング調査を継続し、これまでの結果を

とりまとめて今後の調査の継続の必要性を検討する。また、平成 20年の後半から開始した、

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については、現場実験を継続し、現地微生物群集の解析、石油成

分の変化などを UPV と共同で調査し、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。さらに新たに、養殖貝類に含まれる病原性細菌の解析を開始する。東南アジアで

養殖されている貝類は、家庭排水などに由来する大腸菌などの病原性細菌で汚染されてい

ることから、水産食品としての安全性が懸念されている。フィリピンの養殖現場をモデル

として、フィリピン側と共同で養殖貝類を汚染している病原性細菌の解析を開始する。 

社会・経済研究交流では、流出油事故の影響を受けた現地漁村で昨年度から調査を開始

した、ギマラス州政府が実施する養殖事業、観光事業による生計復興プログラムが、これ

らの漁村の産業経済・社会にどのように影響しているのか、また、重油流出事故がどのよ

うに影響しているのかを UPV と共同で継続的に調査する。漁業・生物調査では、パナイ島

周辺で行われている浮魚礁（パヤオ）や定置網などが水産資源や海洋環境にどのように影

響しているのかを、UPV と共同で継続的に調査する。 
これらの共同研究は、石油汚染あるいは養殖貝類病原性細菌汚染などのネガティブイン

パクト対策の研究拠点形成に資するものである。また、平成 20 年度と同様に若手教員をサ

ブコーディネーターとし、さらに双方の大学院生あるいは若手研究者の積極的な共同研究

あるいはセミナー（8-2 参照）への参加を図ることによって、若手研究者の養成を図る。 

 
７．平成２１年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 今年度から UPV 側学長が交代したため、鹿児島大学側コーディネーターが UPV を訪問

し、UPV 側コーディネーターとともに UPV 学長を訪問し、今後の協力体制について再度

確認した。その結果、UPV 学長より従来通りの協力関係の持続が表明され、本事業終了

年までの予算確保もあらためて表明された。なお、圏内研究機関である SEAFDEC を表敬
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訪問し、いままで通りの協力関係持続を了承していただいた。また、タイ国カセサート

大学を訪問した鹿児島大教員と同大学教員の研究協力が行われることとなった。 

 

７－２ 学術面の成果 

 昨年度に引き続き、化学分析によるモニタリングを行った。昨年度までデータのなかっ

たギマラス島東岸の沿岸生物から、石油由来の多環芳香族炭化水素類が比較的高いレベル

で検出されており、未だに流出油の影響が残っていることが確認された。また、沿岸生物

については、事故時に大量の流出油が漂着した地点では、海藻、ベントスなどの密度が依

然として低く、マングローブの葉サイズ減少あるいは落葉量増加なども観察されたことか

ら、沿岸生物に対する影響も依然として残っていることが判明した。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が石油成分の分解に働く遺伝子を持ち、

石油の主要成分であるアルカン、多環芳香族の分解活性を持つことを明らかにした。この

ことから、これらの石油分解細菌を現場で増殖させることによって、石油汚染沿岸域のバ

イオレメディエーションの実施が可能であることが示唆された。現在、昨年度末から UPV
との共同研究で、ギマラス島において実施したバイオレメディエーション実験区から石油

分解微生物を分離し、得られた石油分解微生物から DNA を調製し、18S リボゾーム RNA
遺伝子に基づく分子系統解析により分離した微生物の同定を実施しつつある。養殖水産物

の病原菌汚染を明らかにするため、パナイ島バコルド川の河川水から分離した Vibrio 
parahaemolyticus 4 株を用いて、ｔｄｈ遺伝子（耐熱性溶血毒）の検出を試みたが、いず

れの菌株からもｔｄｈ遺伝子は検出されず、病原性を有しないと判断された。大腸菌群検

出キット「コリラート」は養魚池からの大腸菌および大腸菌群の検出に利用しうるとの結

果が得られたが、試水を予め適当に希釈する必要があったことから、今後とも病原菌検索

を継続する必要性があると考えられる。 

社会分野では昨年度に引き続き、フィリピン政府によるオイルスピル被害後の生計復興

プログラム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。養殖事業の調査対象

地は、ギマラス島ヌエバ・バレンシア地区イグダラップダップ村であった。平成 19 年 2 月

に住民グループが組織され 52 名が組合員となり、主にミルクフィッシュ養殖を中心に行っ

ており、継続的な出荷が行われている。昨年の調査時点では出荷は 1 回行われていただけ

であったが、現在では半年サイクルでの出荷体制が確立されており、年 2 回の出荷で約 3
トンの水揚げがある。成魚は、100 ペソ／kg で流通業者に販売されており、それらは全量

島消費向けに流通されている。昨年までは種苗調達と飼料はフィリピン水産局から無償提

供されていたが、現在では援助に頼らず自己資金での調達が可能となっている。人件費は

これまでと同様、労働種類ごとにローテーションが決められ、組合員が順番に担当する仕

組みとなっている。ローテーションに参加しているのは 36 名であり、警備や生け簀の清掃

などに従事して賃金を得る。組合員は沿岸漁業を主とする漁業者であるが、この事業によ

って補完的な収入を得ている。また、出荷後の収入のうち 50％がこのシステムで労賃に向

けられるが、残りの 50％は自己資本として貯蓄にまわされる。開始当初は援助資金に頼っ

ていた養殖事業であったが、現在では運転資金を事業の収益から捻出しており、加えて貯
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蓄も可能となっていることなどから、この事業は当該地域の自立的な産業として軌道にの

りつつあることを明らかにした。さらに島内の 2 カ所のリゾート施設の調査もあわせて行

った。1 つは油流出事故以前から開業していたもので、事故直後は客数の減少があったもの

の、現在は回復傾向にある。2 カ所とも食料である魚介類を地元で調達しており、地元漁業

者にとって重要な販路のひとつになっており、上記養殖事業とともに事故後の地元生計復

興の一部を形成していることを明らかにした。 
漁業分野では現地研究者との共同研究で、①開発途上国での水産資源管理意思決定プロ

セスに関する研究、②流失防止を目指した浮魚礁の設置及び管理に関する研究、③汚染に

よる化学的環境負荷が生物に及ぼす影響の評価手法確立に関する研究、④かご漁業の技術

改良に関する研究、を実施した。各研究グループにおいてフィリピン大学あるいはカセサ

ート大学（タイ国）の研究者をカウンターパートとした体制により実施された。①および

②の課題についてはフィリピン大学の研究員もしくは大学院生を研究グループに取り込み、

調査・研究技術についての指導も行った。①ではギマラス島において、漁民、バイヤー、

町役場等での聴き取り調査を行い、漁家に対する支援制度や資源管理方策指針の策定プロ

セスについて情報を得るとともに、漁民の意向の上記策定プロセスへの関わりについて分

析を行い、②では主に Aklan、Capiz 州および Iloilo 州の東側の地域での浮魚礁の構造およ

び設置状況に関する現地調査により、流出防止を目的とした浮魚礁の設置及び管理手法に

関する基礎資料を収集し、③では汽水域に生息するノコギリガザミを用いた農薬等の環境

負荷の生物工学的な計測および評価方法について現地研究者との協議を行い、④ではタイ

沿岸域で操業されるカニかご漁業の現地調査および資源管理方策を講じるための今後の研

究方針について現地研究者との協議を行った。 
 2009 年 10～11 月に鹿児島大学で開催されたシンポジウム（8-2 および 10-2 参照）では、

12 名の口頭発表者による石油流出事故をはじめとするネガティブインパクトの水産資源、

沿岸環境に対する影響について講演が行われた。講演の一部は、次年度の鹿児島大学水産

学部紀要として出版する予定となっている。 
 
７－３ 若手研究者養成 

昨年度と同様に、本拠点事業のサブコーディネーターは、准教授、助教を中心とした若

手とし、国際共同研究マネージメントの経験を積ませた。また、UPV との共同研究の中心

となる研究者も准教授、助教を中心とした若手とし、国際共同研究の経験を積ませた。 
UPV 共同研究などで大学院生をのべ 7 人派遣し、海外での研究活動に参加させた。また、

平成 21 年 10 月 31 日〜11 月 1 日に開催された本拠点事業セミナー（鹿児島大学水産学部）

では、日本側参加の大学院生（31 名）がポスター発表を行い、UPV、インドネシアを含む

東南アジアからの参加研究者との意見交換などの交流を行った。 
UPV の若手研究者に対しては、当学部の研究者が現場調査に行った際、石油分解微生物

からの DNA の調製ならびに分子系統解析法の指導を行った。また、一部の研究者が UPV
を訪問した際、UPV 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た。 
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７－４ 社会貢献 

 今年度は特に大きな社会貢献活動は行わなかった。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

フィリピンギマラス島の石油流出現場で、底質、沿岸生物の石油成分のモニタリングを

UPV と共同で実施している。水産物中の石油成分濃度の基準がないため、どの時点までモ

ニタリングを実施するか、今後、UPV の共同研究者との間で検討する必要がある。 
フィリピンギマラス島南部沿岸域に設置したバイオレメディエーション実験区における

石油分解活性ならびに石油分解微生物群集の動態を解析する。その結果に基づき、熱帯・

亜熱帯沿岸域におけるバイオレメディエーションの効果ならびに当実験区より分離した石

油分解微生物のバイオレメディエーションへの応用技術の開発について検討する。また、

養殖水産物中の病原菌検索を行うとともに、今後は病原菌が検出された場合、それらの病

原菌の削減方法を検討する必要がある。 
 昨年、課題として挙げたフィリピン側からの漁業分野の参加研究者数増加の呼びかけは

必ずしも順調にいっていない。今後も呼びかけを続けるとともに、フィリピン以外の東南

アジア諸国の研究者にも呼び掛けることとする。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数 6 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 3 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  4 本 

 
 
８．平成２１年度研究交流実績概要 
 

８－１ 共同研究 

 化学分析による底質および沿岸生物中の流出油成分分析のため、1名が UPV を訪問し、採

取サンプルの一部を持ち帰り、日本で分析を行った。 

昨年度末からギマラス島南部で、バイオリメディエーション現地実験を共同で実施して

おり、9月に 3名が UPV を訪問し、現地で石油分解微生物を分離し、得られた石油分解微生

物から調製した DNA を日本に持ち帰り、解析を始めつつある。また、バイオリメディエー

ション実施による沿岸生物への影響評価を行うため、9月に 3名が UPV を訪問し、現地研究

者と共同で主に底生動物サンプルを採取した。現存量、種組成などの解析は現地研究者が

現在行っている。 

社会分野では 2 名が 8 月末から UPV を訪問し、現地研究者と打ち合わせを行った後、ギ

マラス島漁村での聞き取り調査を行った。漁業分野では 9月に 4人が UPV を訪問し、7-2 に

示した 3課題の共同研究をギマラス島およびその周辺海域で実施した。 
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８－２ セミナー 

本事業の中心課題として取り組んでいる流出油も含め、ネガティブインパクトの水産資

源および沿岸環境に対する影響について、「Symposium on the Formation of Research 
Center on Control Against Negative Impacts to Coastal Fisheries Resources in 
Southeast Asia」を開催した。本シンポジウムには、フィリピンから 6名、インドネシアか

ら 1名の研究者が来日し、日本側からは、鹿児島大 50 名（内院生 29 名）、三重大 6名（内

院生 3 名）、長崎大 3 名（内院生 1 名）、近畿大 1 名、福山大 1 名、民間 2 名が参加し、口

頭 12 題、ポスター31 題の発表が行われた。（10-2 参照） 

フィリピン側参加者および鹿児島大からは流出油の水産資源および沿岸環境に対する影

響についての共同研究成果を中心に、インドネシアからは漁業の水産資源に対する影響に

ついて発表が行われた。また、福山大からは淡水域の水質環境に対するネガティブインパ

クトの影響について、三重大からは環境に対するネガティブインパクト負荷の軽減を図る

バイオディーゼルの開発に関する研究発表が行われた。それぞれの国の水産資源あるいは

沿岸環境に対しての問題点となっているネガティブインパクトについて、幅広い論議が行

われ、今後の本事業の展開の参考となった。 

本シンポジウムではポスター発表セッションも設け、院生などの若手研究者の研究発表

への積極的参加を図り、海外研究者とのフリーディスカッションが行われた。 

本シンポジウムの講演の一部は、次年度、鹿児島大学水産学部紀要特別号として発表を

予定している。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 バイオリメディエーションにおける石油分解微生物の単離法、DNA 抽出法などを、現地研

究者の要請に応じて、ワークショップ形式での技術交流を行った。また、一部の研究者が

UPV を訪問した際、現地からの要請により、セミナー形式の講演を行った。 
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９．平成２１年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

フィリピン

<人／人日>

タイ 

<人／人日>

ベトナム 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
合計 

日本 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画  22/220 0/0 0/0  22/220 

実績 26/292 3/26 2/14  31/332 

フィリピン 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画 （38/259）     （38/259 

実績 (9/44)    (9/44) 

インドネシア 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画 1/7     1/7 

実績 1/10    1/10 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画 1/7     1/7 

実績 0/0    0/0 

 

<人／人日> 

 

実施計画       

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/14 20/220 0/0 0/0  24/234 

実績 1/10 26/292 3/26 2/14  32/342 

 

※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 

  12 ／36 <人／人日>    13 ／40 <人／人日> 
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１０．平成２１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 

（人/人日）

フィリピン 

（人/人日）

インドネシア

（日本側） 

（人/人日）

タイ 

（日本側） 

（人/人日） 

ベトナム

（日本側）

（人/人日） 

計 

日 本

（人/人日）

実施計画  21/210  0/0  0/0   0/0 21/210 

実 績 25/285  0/0 3/26  2/14 30/325 

フィリピン

 

（人/人日）

実施計画 （34/231）     （34/231）

実 績 （5/24）    (5/24) 

インドネシ

ア（日本側）

（人/人日）

実施計画  1/7     1/7 

実 績  1/10    1/10 

タイ 

（日本側）

（人/人日）

実施計画  0/0 0/0 0/0     

   

  0/0 

実 績  0/0 0/0     0/0 

ベトナム

（日本側）

（人/人日）

実施計画 1/7   0/0   

 

1/7 

実 績 0/0 0/0    0/0 

合 計 

（人/人日）

実施計画 2/14 21/210 0/0 0/0   0/0 23/224 

実 績 
1/10

（5/24） 
25/285   0/0 3/26  2/14 

 31/335 

（5/24） 

②  国内での交流 10 人 / 28 人日 
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２１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。昨年度にサンプリングしたギマラス島東海岸の貝類サンプルから比較的高濃度

の石油成分が検出され、未だ流出油の影響が残っていることが明らかになった。 

また、微生物による漂着油分解実験（バイオレメディエーション）を実施し、現地

で微生物試料の採取を行い、抽出した DNA を持ち帰った。今後は微生物群集の動態

解析などを行い、熱帯・亜熱帯域での効果を検証する。また、現地で共同で採取し

た微生物を用い、実験室レベルで石油分解実験を行ったところ、一部の微生物に石

油分解活性のあることが明らかとなった。 

 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、観光事業の状況を共

同調査した結果、養殖事業は政府の援助から自立し、そこで生産された魚類が、観

光事業として開発されたリゾート施設で購入され、両者の収入が、生計復興の一部

を形成していることを明らかにした。 
 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、昨

年度に引き続きフィリピン沿岸域に設置される浮魚礁（パヤオ）の流出防止を目的

とした浮魚礁の設置及び管理手法に関する基礎資料を収集した。 
若手、特に院生の教育については、日本側研究者の UPV 訪問に際し、ワークシ

ョップ形式の技術指導あるいはセミナー形式の講演を行った。UPV をはじめとす

る海外研究者がシンポジウムで鹿児島大を訪問した際、ポスター発表した学生との

ディスカッションにより、英語によるコミュニケーションを多くの院生に経験させ

た。 

日本側参加者数  

48 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（ ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（ ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）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）アジア研究教育拠点事業 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拠点形成に関するシンポジウム 

（英文）Symposium on the Formation of Research Centre on Control 

Against Negative Impacts to Coastal Fisheries Resources in Southeast Asia 
開催時期 平成 21 年 10 月 31 日 ～ 平成 21 年 11 月１日（ 2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、鹿児島市、鹿児島大学水産学部 

（英文）Japan, Kagoshima, Faculty of Fisheries, Kagoshima 
University  

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) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日本 ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 3/12
B. 4/8
C. 38/40

フィリピン 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 4/20

インドネシア 
 

<人／人日> 

A. 
B. 1/10
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 3/12
B. 5/18
C. 42/60

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（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
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でください。） 
 
 
セミナー開催の目的 アジア研究拠点形成事業における水産資源に対するネガティブイ

ンパクトおよびその影響削減に関する研究成果発表、参加する各国

研究者との共通認識の共有と情報交換を行い、今後の本事業の発展

に寄与する。また、若手教員、院生にも発表の機会を設ける。 

セミナーの成果 内外から 63 名の参加者が集まり、フィリピンのギマラス島付近で

起こった大規模重油流出の、沿岸生態系あるいは漁業資源に対する

長期影響評価に関する共同研究、微生物を用いた流出油の除去（バ

イオリメディエーション）に関する共同研究を中心として、日本お

よびフィリピン大学ヴィサヤスから口頭発表が行われ、事故直後の

みならず、現在も流出油による影響の見られることが明らかとなっ

た。また、事故後の現地対策として、漁業から観光業などへの業種

転換が行われ、現地経済構造の一時的変化に関する解析結果なども

報告された。本シンポジウムで漁業、環境などの観点のみならず、

社会経済学的研究の成果が報告され、石油流出などのネガティブイ

ンパクトが、漁村などの生活、沿岸環境などにどのように影響する

のかが明らかにされ、今後の本事業の方向づけに有益な情報をもた

らした。 
若手教員、院生による研究発表では、フィリピンをはじめとする海

外の研究者と院生による討論が活発に行われ、研究若手の国際研究

集会での発表経験の一つとして貢献した。 
セミナーの運営組織 シンポジウム実行委員長：小山次朗（本事業コーディネーター） 

シンポジウム事務局：発表演題担当 吉川毅（同ｻﾌﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀー）

           会場担当 安楽和彦（同ｻﾌﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀー）

                宇野誠一（同ｻﾌﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀー）

          ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ担当 鳥居享司（同ｻﾌﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀー）

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内招へい参加者旅費   金額 ３２８，４６０円 
 

（    ）国

（地域）側 
内容              金額 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 



 13

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                  

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> 

実施計画  1/10  1/10 

実績 1/5  1/5 

フィリピン 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  1/10  1/10 

実績  1/5  1/5 

②  国内での交流      0 人／0人日 

 

 

 

１１．平成２１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 676,020  

外国旅費 7,711,033  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 1,569,115  

その他経費 6,300  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

297,532  

計 10,260,000  

委託手数料 1,026,000  

合  計 1,1286,000  
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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 80，765 1 / 5 

第２四半期 5，457，418    20 / 185 

第３四半期 1,271,715    12 / 72 

第４四半期 4,476,102    12 / 120 

計 11,286,000    45 / 382 

 
 
１３．平成２１年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国名 

平成２１年度使用額 

[単位：現地通貨] 

（日本円換算額） 

フィリピン 
4,302,014 [ ペソ  ] 

（   8,079,662 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につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 

 


