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平成２４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．採用期間 

平成 20 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日 

（ 5 年度目） 

 

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・松岡達郎 

 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２４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。また昨年度から取り組んでいる、セブ島ボツワヌ川で観察

された魚類に対する Genotoxicity を示す物質を明らかにするための河川汚染現地調査を、

サンカルロス大学と共同で行う。 

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、平成 20 年度に設置したフィリピンギマラス島南部沿岸域のバイオレメディ

エーション実験区で採取した底泥について、石油分解細菌を含む微生物群集の動態解析を

継続する。また、ヤシ殻・籾殻粉末固定化石油分解細菌の実用化を目的に、現場環境を模

したメソコスム実験を計画している。地球温暖化に伴う水産業への影響の軽減を目的とし

て、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マス燃料生産の可能性につい

て、フィリピン側参加者との調査を継続する。また、UPV の若手研究者や学生を対象とし

て、変性剤濃度勾配ゲル電気泳動（DGGE）を中心とした微生物群集解析技術の講習会を

開催する予定である。 

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、ギマラス島におけ

る生計復興プログラムの現状と課題について明らかにする。ギマラス島ではオイル流出事

故からの経済的回復を目的にした生計復興プログラムの一環として、州政府等の主導で魚

類養殖業や観光業が導入されている。これまでの調査では、ギマラス島における生計復興

プログラムの概要、漁村での実際の展開について分析を加えてきた。また、観光業の導入

による地域発展を目指すボラカイやアポ島などの先行事例の分析を通じて、漁村地域への

観光事業導入の効果と課題を分析してきた。最終年度は、過去４年間にわたる研究蓄積を

踏まえて、ギマラス島における生計復興プログラムが、オイル流出事故からの経済的復興

に果たした役割と課題について明らかにする。 

漁業に関する調査を中心とするチームでは、浮魚礁の集魚能力および主要構造体の強度

の経時変化を明らかにするため、超音波を用いた音響調査によって、浮魚礁周辺の生物量

を 24 時間以上連続して測定する方法を検討し、同時に漁獲調査も実施する。課題として残

されたハイドロフォンの固定方法を改善し、パヤオに蝟集する魚類の行動測定方法を確立

する。さらにカセサート大学、SEAFDEC の研究者と共同で行なってきたカニかご、イカ

かごなどの漁業実態調査の結果をまとめて、沿岸漁業の資源管理方策について検討する。 

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、

全チームが参加するセミナーを UPV で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。一昨年度から始まった大学独自の予算による大学院生の
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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。さらに日本学生支援機構の支援により、UPV 院生を鹿児島大学に招聘

し、鹿児島大学教員の指導の下で特別講義あるいは各種実験に参加し、経験を踏ませる。 

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２４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 3 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

得して帰国することから、鹿児島大学と UPV の協力体制がさらに強化される。さらに昨年

度から開始したセブ島内の都市河川汚染に関するサンカルロス大学との共同研究、タイ国

カセサート大学水産学部との漁業資源管理方策に関する共同調査をさらに推進した。 

 

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、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チーム】 

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。今年度の結果

によると、ギマラス島で採取した沿岸域の貝類から検出された石油成分の濃度は、前年度

と同様に減少傾向を示したが、流出前の濃度に比較すると未だに 7 倍程度であった。さら

にタンド付近で新たな油汚染地点が見つかり、そこで採取した貝類からは流出事故以前の

値の 18 倍の濃度の石油成分が検出された。  

セブ島で昨年度から開始した都市河川の汚染調査を実施し、現地河川水に Genotoxicity

のあることが確認された。今年度は河川水に含まれる化学物質で Genotoxicity が疑われる

ものの分析を実施した。その結果、ニトロピレンをはじめとする数種類のニトロ PAHs が、

河川下流域で高い濃度を示すことが明らかとなった。昨年度、セブ市内の汚染河川水で飼

育したティラピアからも数種類のニトロ PAHs が検出されており、赤血球小核誘導で確認
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された Genotoxicity の原因物質の 1 つがニトロ PAHs であることが推測された。他のアジ

ア諸国の道路土壌の分析から、ニトロ PAHs の起源はディーゼルエンジンからの排気では

ないかと推測される。 

本事業開始以来、ギマラス島南部を中心に、貝類中の石油成分モニタリングを行ってき

たが、上記のようにその値は低下傾向を示すものの、流出前に比較して依然として高い値

が認められていることから、今後とも継続したモニタリングが必要であり、現地の UPV 側

がフィリピン政府から助成をうけて今後のモニタリングを継続することとなった。日本側

は必要に応じて協力することとなる。 

【流出油微生物分解チーム】 

今年度は、バイオレメディエーションのシミュレーション実験として、天然の海底泥と

海水に A 重油を加えてミクロコスムを構築し、これにヤシ殻粉末や籾殻粉末に固定化した

石油分解細菌を添加してインキュベートした。固定化により石油分解細菌がより安定にミ

クロコスムに定着すること、その結果、石油分解能が向上することが示された。また、窒

素、リンといった無機栄養塩の添加により微生物による石油分解活性が促進されることが

示唆された。今後は、石油汚染現場における固定化石油分解細菌の効果について検討する

必要がある。 

海面養殖場の環境修復を目的として、フィリピンルソン島ボリナオのミルクフィッシュ

（サバヒー）養殖場の底質を調査した。その結果、養殖海域の底泥は非養殖海域のそれと

比較して有意に嫌気的状態にあり、その程度は養殖生け簀からの残餌放出量と相関してい

た。また、養殖海域底泥中には高分子分解能を持つ Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroides

グループの細菌種や硫酸還元菌、硝酸還元細菌、鉄還元細菌などの嫌気性細菌が見出され、

微生物学的にも底質環境の悪化が確認された。今後は、酸素徐放剤による底質の好気的環

境への回復の可否について検討する必要がある。 

本事業開始以来、フィリピンギマラス島南部沿岸域に石油汚染環境を模したバイオレメ

ディエーション実験区を設置し、石油成分のうちとくにアルカン類の分解ならびにそれに

伴う微生物群集組成の遷移が示唆された。この実験区より石油存在下でも増殖する真菌が

分離され、自然環境下での汚染油分解に対する真菌類の役割が示唆された。また、フィリ

ピンギマラス島より石油分解細菌を分離し、石油成分のうちとくにアルカン類の分解活性

を確認した。分離細菌を用いたミクロコスム実験では、石油分解細菌による石油成分の資

化・分解ののちに、その分解産物を土着の従属栄養性細菌が利用する様子が観察された。

ミクロコスム中の石油分解細菌は、ヤシ殻粉末や籾殻粉末に固定化することにより安定化

し、石油分解能も向上した。さらに、汚濁の進行した海面養殖場の環境修復を目的として、

酸素徐放剤による養殖場底質の改善について検討した。養殖場の底泥は貧酸素化が進行し、

硫化物濃度が高く、残餌などの有機物負荷により高分子有機物分解能を持つ

Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroides グループの細菌種が多く見出された。一方、ミク

ロコスム実験において、酸素徐放剤の一種、過酸化マグネシウム MgO2 の添加により底泥は

酸化還元電位、硫化物濃度、硫酸還元菌数とも改善が見られ、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。 
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なお、地球温暖化に伴う水産業への影響の軽減を目的として、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マス燃料生産の可能性について、現地研究者との情報交換

を行い、今後ともフィリピン側参加者との調査を継続することとなった。 

【経済分野チーム】 

観光開発による漁村経済振興、魚類養殖の導入による復興戦略について調査を実施して

きた。今年度は、過去 5 年間にわたる調査の結果を整理するとともに、2012 年 11 月 23 日

から 24 日にかけてフィリピン・イロイロ市で開催されたセミナーにおいて報告を行った。

観光開発は多大な経済的利益をもたらす一方、セミナーに参加した関係者からは、廃水等

による海洋環境の悪化、貧富の差の拡大、治安の悪化といった負の側面に対する指摘が多

く寄せられた。また、魚類養殖の導入については、多くの関心が寄せられるとともに、継

続的な調査の必要性が指摘された。 

本事業開始以来、油流出事故からの経済的回復を目指す「生計復興プロジェクト」に焦

点を定めて調査を実施した。「観光開発」と「魚類養殖業の導入」といった 2 つの内容を柱

とするプロジェクトが地域経済に与えるインパクトについて調査を実施してきた。観光開

発については、ギマラス島において展開する Punta Punting、La Puetra Al Paraizo にお

いて調査を行い、魚介類の供給や雇用機会の提供を通じた地域経済への貢献について分析

した。さらに、観光開発事業が先行するボラカイ島やアポ島においても調査を行い、経済

効果がみられる一方で、人口増加による環境負荷増大、廃水の未処理による沿岸域環境の

悪化、富の偏在による貧富格差の拡大、といった課題が存在することを明らかにした。 

魚類養殖業導入については、フィリピン政府（BFARMC）による支援のもと、サバヒーを

中心にした養殖が行われている。本事業を通じて、魚類養殖業導入の実態を分析した。漁

業者はいくつかのグループを組織して生産活動を行っている。開始当初は政府による資金

的援助のもとに養殖を行っていたが、現在では経済的にも自立した事業として成長してい

る。さらに、ワーク・シェアリングの体制ができあがっており、多くの人々が事業に関与、

その経済的恩恵を享受していることを明らかにした。 

【漁業調査チーム】 

従来と同様に、フィリピン沿岸の浮漁礁などの漁業に対する影響を引き続き明らかにす

るための調査を UPV と共同で実施し、タイ国沿岸のカニ類やイカ類を対象としたかご漁業

の資源管理方策ための調査をカセサート大学と共同で行った。これらの成果は、2012 年 11

月 23 日から 24 日にかけてフィリピン・イロイロ市で開催されたセミナーにおいて報告を

行った。 

本事業開始以来、フィリピン・パナイ島沿岸で行われているパヤオ（浮魚礁）漁業の適

正な管理手法の開発、水質汚染が漁業活動に与える影響、熱帯域における漁村の持続性、

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・パナイ島におけるパヤオ漁業に関する調査では、パヤオ漁業を行なっている漁業者に

対する聞き取り調査を行い、パヤオの構造を 5 つのタイプに分類にした。ハイドロフォン

の固定方法を改善したパヤオ周辺における釣り漁業、流し刺網、まき網漁業による漁獲試

験、魚群探知機による調査を行った。その結果、釣り漁業および流し刺網による漁獲物組
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成はほとんど同じであったが、まき網による漁獲物の種類は多種であった。また、パヤオ

を設置後にパヤオ周辺に蝟集された魚群を魚群探知機によって確認した。水質汚染が漁業

活動に与える影響に関する調査では、パナイ島において、漁業者、漁村のリーダー、水産

関係者などを対象にして聞き取り調査を行い、水質汚染が漁獲量、漁獲物組成、操業期間、

操業コストに与える影響を明らかにした。熱帯域漁業における漁村コミュニティの持続性

に関する調査では、ギマラス島（フィリピン）において、漁業管理、漁具、漁船、船主、

水揚げ場所、市場などに関する調査を行い、漁業者コミュニティの持続性の概念を提案し

た。フィリピンにおける定置網に関する調査では、パナイ島における日本式定置網（落し

網）の構造、分布に関する調査を行った。定置網はパナイ島西側の沿岸に設置されており、

マグロ類を対象としている。戦後補償の一環として定置網が導入されて以来、フィリピン

国内における有効な漁法として開発がされてきたことを明らかにした。タイ国にける小型

沿岸漁業に関する調査では、小型沿岸漁業として盛んに行われているカニ類やイカ類を対

象としたかご漁業の資源管理方策ための調査を行った。漁船に乗船してフィールド調査を

行った結果、特に、イカ類を対象としたかご漁具では、漁具の側面に白色テープを取り付

けることによって、成熟したイカ類のみをかご内に誘引させ、また、かごを海底から離し

て、浮式漁具にすることによって、イカ類以外の混獲を減少させる効果が高め、サイズ選

択性、種選択性に優れた漁法であることを明らかにした。 

 

 

７－３ 若手研究者育成 

本事業では、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ことにより、若手

研究者育成を図っている。今年度は、全チームが参加するセミナーを UPV で開催し、日本

側からは 6 人の院生を含む多くの若手研究者がこれに参加し、フィリピン側からも院生を

はじめとする多くの若手研究者がこれに参加した。 

一昨年度から始まった大学独自予算による院生海外派遣事業では、海外大学の正規授業

を鹿児島大院生が受講するもので、これを継続するため、UPV に水産学研究科院生を派遣

し、現地で授業に出席し、現地の院生と共同の調査を行うなどの経験を積ませた。さらに

UPV 院生を鹿児島大学に招聘し、鹿児島大学教員の指導の下で特別講義あるいは各種実験

に参加し、経験を踏ませた。 

 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

 若手研究者育成でも紹介したが、鹿児島大学独自の事業として、院生を東南アジア、特

にフィリピンに派遣し、相手大学（UPV）の正規授業を受講（単位有り）させ、海外での

経験を積ませる試みを継続的に行っている。 

 今年度、共同研究を実施したセブ市サンカルロス大学では、院生のための水環境の保全

に関する集中講義を実施した。本講義では、教室内での講義に加え、河川調査と水質分析、

生物を用いた生態毒性試験実施などを行い、河川水質がどのように水生生物に影響を及ぼ
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しているのかを学習させた。受講者にはサンカルロス大学が認める単位が与えられた。な

お、本講義に参加した院生が、結果を取りまとめ、フィリピン国内の学会で研究発表する

こととなった。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 フィリピン パナイ島南部海域で沈没したタンカーから流出した重油によって汚染され

たギマラス島で石油汚染モニタリングでは、貝類中石油成分濃度の経年的減少が認められ

たものの、流出前に比較して未だに高いレベルにある。本事業が終了後もモニタリングは

継続する必要がある。幸いに、フィリピン側では政府による助成で、UPV が今後ともモニ

タリング事業を継続することとなっている。鹿児島大側としては、独自の予算などを使い、

必要に応じて UPV をサポートする必要がある。また、セブ市内河川から検出されたニトロ

PAHs は、東南アジアでは特にフィリピンで汚染が進んでいることが分かったことから、今

後とも現地の大学と協力して、調査を継続する必要がある。 

 模擬実験ではあるが、流出油の微生物分解に対する有効な方法が明らかとなったことか

ら、これらの技術を現場に適用する試みが今後必要となる。 

 

 

 

 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数     13本 

 相手国参加研究者との共著   7本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」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。） 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 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 

（英文）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 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

タイ(日本

側) 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 計 

<人／ 

人日> 

<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 1/10 11/110 

実績 10/127 1/10  11/137 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(日本側

参加)<人／人日> 

実施計画 1/10    1/10 

実績 1/20   1/20 

ﾀｲ(日本側参加) 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/10 9/90 1/10 1/10 12/120 

実績 １/20 10/127 1/10  12/157 

② 国内での交流     1  人／  2人日 

日本側参加者数  

   76名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（フィリピン）側参加者数 

   40名 （１３－２ 相手国（フィリピン）側参加研究者リストを参照） 
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２４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、セブ市内汚染河川の水質分析調

査、バイオリメディエーション効率的石油分解法に関する研究を、UPV

との共同研究で実施した。また、石油流出や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調査取りまとめ、パヤオの構造、設置

状況およびその管理手法の調査を UPV と共同で行い、タイ国沿岸のカ

ニ類やイカ類を対象としたかご漁業の資源管理方策ための調査をカセ

サート大学と共同で実施した。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

ギマラス島で採取した沿岸域の貝類から検出された石油成分の濃度

は、前年度と同様に減少傾向を示したものの、流出前の濃度に比較する

と未だに 7 倍程度であった。さらにタンド付近で新たな油汚染地点が見

つかり、そこで採取した貝類からは流出事故以前の値の 18 倍の濃度の

石油成分が検出された。セブ島で現地河川水に Genotoxicity のあること

が確認され、今年度は河川水に含まれる化学物質で Genotoxicity が疑わ

れるものとして、ニトロピレンをはじめとする数種類のニトロ PAHs

が、河川下流域で高い濃度を示すことが明らかとなった。昨年度、セブ

市内の汚染河川水で飼育したティラピアからも数種類のニトロ PAHs

が検出されており、Genotoxicity の原因物質の 1 つが、ディーゼルエン

ジン排気を起源とするニトロ PAHs であることが推測された。 

バイオレメディエーションのシミュレーション実験を実施し、殻粉末

などによる分解菌固定化により、石油分解細菌がより安定にミクロコス

ムに定着すること、その結果、石油分解能が向上することが示され、窒

素、リンといった無機栄養塩の添加により微生物による石油分解活性が

促進されることが示唆された。海面養殖場の環境修復を目的として、ミ

ルクフィッシュ（サバヒー）養殖場の底質を調査した結果、養殖海域の

底泥は非養殖海域のそれと比較して有意に嫌気的状態にあり、その程度

は養殖生け簀からの残餌放出量と相関していた。また、養殖海域底泥中

には高分子分解能を持つ Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroides グル

ープの細菌種や硫酸還元菌、硝酸還元細菌、鉄還元細菌などの嫌気性細

菌が見出され、微生物学的にも底質環境の悪化が確認された。 

従来と同様に、フィリピン沿岸の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ための調査を UPV と共同で実施し、タイ国沿岸の

カニ類やイカ類を対象としたかご漁業の資源管理方策ための調査をカ

セサート大学と共同で行った。 
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８－２ 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）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「東南アジアにお

ける沿岸水産資源改善のためのネガティブインパクト最小化とそ

の将来展望」 

（英文）JSPS Asian CORE Program “Minimizing negative 

impacts to improve coastal fisheries resources in Southeast Asia 

and its future prospect “ 

開催期間 平成 24 年 11 月 24 日 ～ 平成 24 年 11 月 24 日（ 1 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）イロイロ グランドホテル（フィリピン イロイロ市） 

（英文）Iloilo Grand Hotel  

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) 

（英文）Resurreccion B Sadaba・College of Arts and Science、 

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. 12／72 

B. 2／11 

C. 3／14 

 

フィリピン側 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 20/20 

タイ国 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 1／7 

  

合計 

<人／人日> 

A. 12／72 

B. 2／11 

C. 25／41 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計

しないでください。） 
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セミナー開催の目的 本セミナーは、フィリピン大学、東南アジア漁業開発センターお

よび鹿児島大学水産学部が参加して、11 月 2４日に開催した。セミ

ナーでは、①流出油あるいは他の化学物質による環境汚染、②微生

物を用いた流出油のバイオリメディエーション、③パヤオ（浮魚礁）

を用いた漁業活動が水産資源に与える影響および④生計復興プロ

グラムの地域社会への影響、についての今までの調査研究成果を報

告し、熱帯域の水産資源あるいは海洋環境に与えるネガティブイン

パクトの影響を取りまとめるとともに、その対策と今後の展望につ

いて検討した。 

 

セミナーの成果 本事業に関わる今までの成果として 16 題の口頭発表、27 題のポ

スターが発表され、熱心な質疑応答が行われた。特に油流出事故に

関する研究発表では、新たな汚染地域も見つかり、フィリピン側か

らも今後のモニタリングを継続する必要があることが確認された。

上記の 4 課題についても、今後ともフィリピン、日本の研究交流を

継続するよう努める必要があると結論された。 

 得られた知見は、フィリピン大学、SEAFDEC、タイからの参

加者にも共有されており、東南アジアでの今後のネガティブインパ

クトに関する研究・教育活動に資するものと考えられる。さらに、

今回のセミナーでは日本側、フィリピン側から多くの大学院生が参

加しており、若手研究者の国際研究集会参加による有益な経験を積

むことができた。 

セミナーの運営組織 フィリピン側の運営代表者： Resurreccion B Sadaba 

日本側の運営代表者：松岡達郎および小山次朗 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  外国旅費     金額 2,744,931 円 

（フィリピ

ン  ）側 

内容 セミナー経費       200,000 円 

（  ）側 内容               
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８－３ 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 1/7  1/7 

 

<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  1/7  1/7 

②  国内での交流       ０人／０人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣期間 用務・目的等 

鹿児島大学水産

学 部 ・ 特 任 講

師・三橋廷央 

フ ィ リ ピ

ン・イロイロ

市・UPV 

平成２５年

２月１７日       

～２３日  

UPV における特別授業実施 
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９．平成２４年度研究交流実績総人数・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> 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

<人／人日> 

タイ(日本

側) 

<人／人日> 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  18/180 1/10 1/10 20/200 

実績 23/206 

(3/14) 

1/10  24/216 

(3/14) 

インドネシア

(日本側参加） 

<人／人日> 

実施計画 1/10    1/10 

実績 1/20   1/20 

タイ 

(日本側参加） 

<人／人日> 

実施計画      

実績   

 (1/7) 

  

 (1/7) 

 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/10 18/180 1/10 1/10 21/210 

実績 1/20 23/206 

(4/21) 

1/10  25/236 

(4/21) 

 

※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（ ）

をのぞいた人数・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 

  4／16 <人／人日>   1／2   <人／人日> 
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１０．平成２４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 71,180  

外国旅費 6,407,045    

謝金 0    

備品・消耗品購入費 1,504,663    

その他経費 344,400   紀要特別号印刷 

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

252,712    

計 8,580,000    

委託手数料      858,000   

合  計 9,438,000    

 

１１．四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       0 0/0 

第２四半期 1,975,281 5/79 

第３四半期 4,650,062 15/112 

第４四半期 2,812,657 6/47 

計 9,438,000 26/238 

 

１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２４年度使用額 

現地通貨額[現地通貨単位] 日本円換算額 

フィリピン 3,550,000 [ ペソ  ]  8,161,308 円相当 

          [   ]         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。 


