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平成２３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 ） 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．開始年度 

平成 20 年度（ 4 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 ) 

 

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 
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 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 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、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。 

 

６．平成２３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。鹿児島大学側では若手を中心とするサブコーディネーターが、UVP 側コーディネー

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. 

また、昨年度および今年度、鹿児島大学大学院連合農学研究科博士課程で博士号を取得し

た UPV 出身の院生が帰国し、UPV 側の新たなメンバーとして参加することとなり、研究

協力体制はさらに強化される。   
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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。また新たな取り組みとして、セブ島での現地調査を行う。 

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、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で採

取した海水について、分析し、当実験区及びギマラス島タンドにおける石油分解活性を明

らかにすると共に、石油分解微生物群種の検出並びに動態解析を継続する。また、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ディーゼル燃料生産の可能性について、

フィリピン側参加者と共に調査を行う。 

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、アポ島（Apo Island）

における経済開発が漁村経済・漁家経営へ与えた影響について明らかにする。平成 23 年度

の調査では、アポ島における経済開発が漁村経済・漁家経営へ与えた正と負の影響を明ら

かにすることを目的とする。 

漁業に関する調査を中心とするチームでは、浮漁礁などの漁業に対する影響を引き続き

明らかにするとともに、バイオロギングなどの手法を用いて、漁具周辺での魚類の行動を

観察する。また、本チームを中心として、UPV においてセミナーを開催する。 

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。今年度は、

漁業に関する調査を中心とするチームが UPV でセミナーを開催する予定となっており、多

くの若手研究者（院生を含む）をこれに参加させる。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。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。 

 

７．平成２３年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

昨年度と同様の体制で UPV との研究協力を実施した。なお昨年度末までの 2 名に加

え、今年度末に 1 名のフィリピン人留学生が、鹿児島大学大学院連合農学研究科で博士

号を取得して帰国し、SEFDEC 職員となったことから、上記協力体制の強化が図られた。

さらに今年度から、サンカルロス大学（University of San Carlos）およびセブ工科大学
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（Cebu Technological University）との研究協力体制を構築し、セブ島で新たな環境汚染

に関する共同研究（鹿児島大から 2 名現地派遣）を開始した。さらに、タイ国における

漁業資源管理方策に関する共同調査を行うため、カセサート大学水産学部との研究協力体

制（鹿児島大から 1 名現地派遣、カセサート大から 1 名日本派遣）を構築した。 

 

７－２ 学術面の成果 

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を通した「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。 

 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っている。底質およ

び生物中の石油成分濃度は、昨年度と同様に低下傾向を示すものの、生物中からは流出事

故以前より明らかに高い濃度がいまだに検出されており、モニタリング継続の必要性が明

らかとなった。一方昨年度、流出油の残存が認められたギマラス島中西部のタンド付近で

採取した貝類を分析した結果、今までと同程度の濃度の石油成分が検出されたことから、

流出油と考えられていたものが、別のものであることが判明した。さらに、タンド付近の

海岸の流出油を探索した結果、新たに流出油と思われる油膜を発見したため、現場で貝類

の採取を行っており、今後分析する予定である。新たな環境汚染の水生生物に対する影響

を明らかにするため、セブ島での現地調査を、サンカルロス大学との共同研究で実施した。

その結果、市内で最も汚染の著しいボツワヌ川の河川水で飼育したテラピアの赤血球小核

出現割合上昇が認められ、その水質に Genotoxicity のあることが推測された。 

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、フィリピンギマラス島南部沿岸域に石油汚染環境のバイオレメディエーシ

ョン実験区を設置し、経時的に海水を採取した。その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た。また、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。一方、ミクロコスムレベルでは、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見られ、今後の石油汚染現場でのバイオ

レメディエーション技術開発に資する貴重な成果が得られた。また、漁場環境の改善手法

に関する研究を、フィリピンルソン島中部の Lingayen 湾に面した Marine Science Station
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（UPV）ならびにギマラス島 Panay 湾内の Igang Marine Station（SEAFDEC）の養殖漁

場で実施した。その結果、採取した底泥は嫌気的環境にあり、相当に汚濁が進んだ状態で

あることが、酸化還元電位、硫化水素濃度、硫酸還元菌数の各指標から示された。この底

泥に酸素発生剤である過酸化マグネシウム MgO2 を添加することにより各指標の改善が見

られた。また、変性剤濃度勾配ゲル電気泳動（DGGE）による底泥微生物群集の解析の結

果、嫌気的微生物群から好気的微生物群への遷移が確認され、底泥中の有機汚濁物質の好

気的分解が促進されている可能性が示唆された。以上のことから、MgO2が養殖漁場の底質

改善に有効であることが示された。さらにバイオディーゼル燃料に関しては、フィリピン

側参加者とともに、凝集剤などを用いたジャトロファや緑藻類からの効率的な油抽出、回

収条件について検討した。 

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、アポ島において観

光開発が地域の経済や環境へ与える正負の効果について調査した。アポ島では 1970 年代、

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っ

た。こうしたことから漁業者は地元の海を捨てて、近隣の島を渡り歩いて漁業を継続、そ

の近隣海域でも同様の漁法を用いたため資源問題が広範にわたるようになった。そこでア

ポ島では 1982 年より資源管理プログラムが開始された。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ことから、シ

ュノーケリングを目的にした観光客が来島するようになった。1985 年から島内の上層経営

体によって観光事業が本格的に開始されたことから、観光の繁忙期には観光産業に従事、

観光の閑散期は漁業に従事するといった就業形態が広がっていった。また、観光客の増加

に伴って、電気や道路と行った生活インフラが徐々に整備されていった。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ったのを契機として、サンゴ

礁保護のためのダイバーやシュノーケリングの上限設定、グローブやカレントフックの使

用禁止、魚介類への餌付け禁止、MPA 内でのアンカリングの禁止、ウミガメへの接触禁止、

ウミガメの卵の採捕禁止などを取り決めた。また、「Visitor Association Officer」が組織さ

れ、入島税の徴収、シュノーケリングやダイビングなどの海洋レジャー活動からの料金徴

収と安全管理などが行われている。 

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たといわれ

ている。観光業が軌道に乗る前は、就業機会を求めて多くの島民が島外へ移り住んだが、

現在ではアポ島内で就業機会を確保できることから、島内に残って生活する島民が増加し

ている。その結果、1982 年に 52 世帯だったものが、2011 年には 186 世帯まで増加してい

る。その一方で、島内人口の増加に伴う環境問題の発生が懸念されている。島内にはゴミ

や生活排水の処理施設が整っておらず、ゴミは野焼きされ、廃水は海へ直接排出されてい

る。経済発展にインフラ施設が追いついておらず、海洋レジャー活動の場である海域の環

境を悪化させる可能性がある。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。 



 6 

漁業に関する調査を中心とするチームでは、フィリピン沿岸漁業で使用されている浮魚

礁 Payao の適正な管理手法の開発、バイオロギングなどの手法を用いた Payao 周辺での魚

群行動観察、およびタイ国における沿岸漁業技術、資源管理方策確立のための調査を行っ

た。フィリピン式浮魚礁 Payao の管理手法や最適な設計手法の開発を目的とし、これまで、

現地での代表的な浮魚礁の形状や基礎的な管理方法を調査してきた。今年度はこれらの知

見から、アロン型とバルサ型を沿岸域に実配置し、その集魚能力の継続調査が実施可能な

ように、地元漁民との協力体制の構築し、音響調査による基礎資料の収集を行った。バイ

オロギングなどの手法を用いて Payao に蝟集する魚類の行動計測を目的とした蝟集魚の位

置測定を試みた。プレテストとして鹿児島大学水産学部附属海洋資源環境教育センター所

有の水槽内にて、任意の位置に設置した超音波発信機から得られる発信機信号を 4 つのハ

イドロフォンで記録し、おおよその魚の位置を計測することに成功した。さらにフィリピ

ンパナイ島近海に設置されている Payao の蝟集効果を調べるために、その周辺で釣獲され

たカツオに超音波発信機を装着し放流した。超音波発信機から得られる発信機信号をデー

タレコーダで記録し、その音源位置を推定することを試みたが、調査時の天候が大時化の

ため音源位置の推定には至らなかった。ハイドロフォンを固定して音源位置を割り出す工

夫が課題として残された。また、カセサート大学水産学部と共同で、Chang 島におけるイ

カかご漁業の調査を行い、漁業者に対する聞き取り調査、操業実態に関する調査を行い、

イカの産卵保護や今後の資源管理方策ための協議を行った。 

 

７－３ 若手研究者養成 

若手研究者養成では院生を含む若手研究者を現地派遣し、現場調査を含む海外での研究

活動に参加させた。特に、今年度は、漁業に関する調査を中心とするチームが UPV イロイ

ロキャンパスで、セミナーを開催した。日本からの参加者 17 名（拠点経費以外の 7 名を含

む）の中、准教授 5 名、助教 1 名、博士課程学生 3 名、修士課程学生 3 名が参加して研究

発表し、さらには現地調査も実施しており、多くの若手研究者が海外での研究活動に従事

した。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プログラム

では、今年度 3 名の院生が参加した。今年度予定していた UPV 側若手研究者（院生を含む）

を対象とした技術ワークショップ等は開催できなかったが、鹿児島大学教員がセブ島サン

カルロス大学で環境汚染の海洋生物に対する影響に関するセミナーを開催し、学部、大学

院の学生、同大学若手研究者が多数出席した。 

今年度は、鹿児島大学水産学部附属練習船かごしま丸が洋上教育のための共同利用拠点

に指定されてから初めての遠洋航海となり、その共同利用相手の１つである UPV の学生の

利用に供するため、かごしま丸がフィリピンのイロイロ港に入港し、UPV 学生が乗船して

洋上実習が実施された。さらに、鹿児島大水産学部と UPV の学生との交流を図るため、鹿

児島大学の学生が UPV ミヤガオキャンパスを訪問し、両校の学生の交流が図られた。 

以上の活動により、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

交流促進が図られた。 
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７－４ 社会貢献 

 鹿児島大学水産学部教員が、サンカルロス大学との共同研究でセブ島を訪問した際、現

地の LapuLapu City College から依頼され、環境汚染に関する講演を行い、環境保全に対する

啓蒙を行った。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

今年度から新たに開始した、セブ島のボツワヌ川調査で河川水に Genotoxicity 遺伝毒性が

認められたが、その成分が何であるのか不明のままである。今後は、河川水中に含まれる

化学物質を定量し、いずれの物質に Genotoxicity があるのかを明らかにする。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数 ３本 

 相手国参加研究者との共著   ３本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」「本事業の研究成果であることが明瞭な 

もの」を計上・記入してください。）   

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

 ※「１０．平成２３年度研究交流実績状況」の概要について記載してください。 

８－１ 共同研究 

平成 23 年度までに UPV と共同で実施した流出油に関する研究では、ギマラス島沿岸の

貝類の石油成分濃度は低下傾向にあるものの、流出事故以前よりも未だに高いレベルにあ

ることが明らかとなった。今年度から開始した、セブ市内ボツワヌ川の共同調査では、河

川水で飼育したテラピアの赤血球小核出現割合上昇が認められ、その水に遺伝毒性のある

ことが推測された。 

ギマラス島で実施した流出油のバイオリメディエーション実験では、高分子アルカンの

分解による低分子化が確認され、水中の多環芳香族炭化水素化合物（PAHs）の濃度上昇が

確認された。これは石油分解菌の産生する有機物によって流出油が乳化分散されたために

起こったものと考えられている。無機栄養塩添加による流出油促進効果は確認できなかっ

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

見られ、今後の石油汚染現場でのバイオレメディエーション技術開発に資する貴重な成果

が得られた。また、フィリピン国内で有機物汚染の著しい養殖漁場では、底質改良のため

の過酸化マグネシウム MgO2 の添加効果が確認され、今後の汚染養殖漁場の底質改善に有

効な手段を提案するための貴重な成果が得られた。 

アポ島における観光開発が地域の経済や環境へ与える正負の効果について調査では、ダ

イナマイトや毒を使用した漁法の禁止、MPA の設定によって、その生態系が回復し、観光
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産業による島の経済発展が明らかにされた。 

フィリピン式浮魚礁 Payao のアロン型とバルサ型を沿岸域に実配置し、その音響調査に

よる基礎資料の収集を行った。バイオロギングなどの手法を用いて Payao に蝟集する魚類

の行動計測を目的として、その周辺で釣獲されたカツオに超音波発信機を装着し放流した

が、調査時の天候が大時化のため音源位置の推定には至らなかった。ハイドロフォンを固

定して音源位置を割り出す工夫が課題として残された。 

 

８－２ セミナー 

 今年度は、鹿児島大学水産学部、フィリピン大学ヴィサヤス、東南アジア漁業開発セ

ンター、総合地球環境学研究所の合同で開催し（11 月 21 日～22 日の 2 日間）、本拠点事業

の調査研究活動の報告は 21 日に行い、ポスター発表を２２日に行った。 

セミナーでは、鹿児島大学水産学部 9 名、フィリピン大学 5 名、近畿大学 2 名、タイ・

カセサート大学 1 名、インドネシア・ブラウィジャヤ大学 1 名による口頭発表が行われた。

また、鹿児島大学の大学院生 6 名、フィリピン大学の大学院生、研究者による合計 9 題の

ポスター発表を行った。 

研究発表では、ギマラス島近海におけるオイル流出事故が周辺海域の海洋環境に与えた

ネガティブインパクト、その後の経過および現地でのバイオリメディエーション実験につ

いての研究成果が報告された。またフィリピンのパヤオ（浮魚礁）漁業が水産資源に与え

る影響についての調査研究等の成果についても報告され、活発な議論および今後の両国間

における研究の発展につながる情報交換を行った。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

今年度は、鹿児島大学水産学部附属練習船かごしま丸が洋上教育のための共同利用拠点

に指定されてから初めての遠洋航海となり、その共同利用相手の１つである UPV の学生の

利用に供するため、かごしま丸がフィリピンのイロイロ港に入港し、UPV 学生 19 名（教

員 3 名同乗）が乗船して洋上実習が実施され、UPV の正規受講科目として単位認定された。

さらに、鹿児島大水産学部と UPV の学生との交流を図るため、鹿児島大学の学生 26 名が

UPV ミヤガオキャンパスを訪問し、両校の学生の交流が図られた。  

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 5 名を派遣し、現地で Advanced Lecture on 

Tropical Fishery を受講させた。本プログラムで受講者は現地の授業を受講して単位取得す

ると共に、現地の院生と共同で与えられたテーマに関する現地調査も実施した。 
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９．平成２３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> 

タイ 

<人／人日> 

フィリピン 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/10 21/210   22/220 

実績 3/21 25/234 

（2/11） 

  28/255 

（2/11） 

タイ(日本側) 

<人／人日> 

実施計画 1/10     1/10 

実績 1/5 1/6   2/11 

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

 

<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 21/210   23/230 

実績 1/5 3/21 26/240 

（2/11） 

  30/266 

（2/11） 

 

※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 

  6 ／ 24 <人／人日>    2／ 14  <人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流実績状況 

１０－１ 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・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 フィリピン タイ 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  9/90 1/10 10/100 

実績 13/130 3/21 16/151 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 1/10   1/10 

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/10 9/90 1/10 11/110 

実績  13/130 3/21 16/151 

② 国内での交流       2人／14人日 

２３年度の研

究交流活動 

流出油漂着現場のモニタリングの継続、フィリピン国内河水質汚染の魚類

に対する影響調査、バイオリメディエーション実験現場の水中石油成分の

変化に関する研究を、UPV との共同研究で実施した。また、アポ島観光開

発が地域社会へ与えた社会・経済学的影響についての概況調査、パヤオの

構造、設置状況およびその管理手法に関する基礎資料収集を共同で実施し

た。 

研究交流活動

成果 

現地モニタリングでは未だに高い濃度の石油成分が一部の貝類から検出さ

れ、さらに新たな石油汚染地域が見つかり、今後のモニタリング継続の必

要性が明らかとなった。セブ市内河川では魚類に対する遺伝毒性が検出さ

れており、今後、その成分が何であるかを明らかにしていく。バイオリメ
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ディエーション実験では、石油分解菌によるアルカンの分解、PAHsの乳化

分散効果が確認された。流出現場への無機栄養塩添加による流出油促進効

果は確認できなかったが、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見られ、今後の石油汚染現場でのバイ

オレメディエーション技術開発に資する貴重な成果が得られた。また、

MgO2 添加による有機汚染底質の改善効果が確認され、今後の東南アジア

における底質改良に関する貴重な成果が得られた。 

アポ島では、ダイナマイトや毒を使用した漁法の禁止、MPA の設定によ

って、その生態系が回復し、観光産業による島の経済発展が明らかにされ

た。フィリピン式浮魚礁Payaoのアロン型とバルサ型を沿岸域に実配置し、

その音響調査による基礎資料の収集を行った。 

日本側参加者数  

74 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 

41 名 （１４－２フィリピン国（地域）側参加研究者リストを

参照） 

（タイ）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 

―実施した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）東南アジアにおける沿岸漁業改善のためのネガティブイン

パクトの最小化 

（英文）JSPS Asian Core Program: Minimizing negative impacts 

to improve coastal fisheries in Southeast Asia: Its measures and 

control 

開催時期 平成 23 年 11 月 21 日 ～ 平成 23 年 11 月 22 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、フィリピン大学ヴィサヤス 

（英文）Philippines, Iloilo, UPV 

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) 

Gerald Quinitio・College of Fisheries and Ocean Sciences, 

University of the Philippines Visayas・ Professor 

 

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. 12/104 

B. 0 

C. 2/11 

 

フィリピン 

<人／人日> 

A. 0 

B. 0 

C. 5/10 

 

タイ（日本側参加者） 

<人／人日> 

A. 1/11＊ 

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 13/115 

B.  

C. 7/21 

＊タイ（日本側参加者）はセミナー参加準備のため 5 日間日本滞在後、セミナー（6 日間）

に参加。  

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  フィリピン沿岸の水産資源に対するネガティブインパクト、特に

漁業活動が水産資源に及ぼすネガティブインパクトの把握とその

コントロールに関する研究成果の発表と情報共有を目的として開

催した。なお、ギマラス島近海におけるオイル流出事故が周辺海域

の海洋環境に与えたネガティブインパクト，その後の経過および現

地でのバイオリメディエーション実験についての研究成果の発表

も併せて行われた。 

セミナーの成果 合計で 45 名の参加者があり，オイル流出事故によるギマラス島周

辺海域におけるネガティブインパクトの影響やその影響を最小限

に抑えるための手法や管理方法について活発な議論を行った。特

に，オイル流出が周辺の海洋環境に与えた影響評価については，

2006 年に流出事故が発生してから現在に至るまでの 5 カ年間にお

ける貝類や堆積物の化学分析の結果が報告された。 

また，フィリピン周辺海域で盛んに行われている Payo（浮魚礁）

漁業についてのセッションでは，これまでのフィールド調査の成果

報告が行なわれ，浮魚礁が持つ機能や今後の浮魚礁漁業のあり方に

ついての議論を行った。これらは，鹿児島大学とフィリピン大学の

両校の研究者が共同で進めてきた成果であり，今後も継続した調査

の必要性が提案され，実施体制などについての意見交換も行った。 

口頭発表では，第三国からの研究者招聘として，タイ国，インドネ

シアからの研究者が参加し，また，ポスター発表では若手教員，大

学院生が参加したことで，国際研究集会としての研究者交流を実施

することができた。 

セミナーの運営組織 フ ィ リ ピ ン 側の 運 営代 表 者 ：  Gerald Quinitio お よび 

Resurreccion B Sadaba 

日本側の運営代表者：江幡恵吾および小山次朗 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費         金額       3,079,304 円 

（フィリピ

ン）国（地域）

側 

内容 セミナー経費       金額    100,000 円 

（   ）国

（地域）側 

内容              金額 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流）無し 

平成２３年度は実施しなかった。 
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１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 360,460  

外国旅費 7,652,614  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 1,180,323  

その他経費 35,110  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

313,293  

計 9,541,800  

委託手数料 954,180  

合  計 10,495,980  

 

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 523,647 2/13 

第２四半期 3,704,145 12/103 

第３四半期 4,563,988 14/115 

第４四半期 1,704,200 4/49 

計 10,495,980 32/280 

 

１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

フィリピン  3,706,000円 
[  ペソ   ] 

 1,950,000 

   

※ 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。 


