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拠点大学交流事業 

平成１８年度 実施報告書 
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 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ：http://                                  
３．開始年度 
    １９９８年度（平成１０年度） 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １８年 ４月 １日 ～ 平成 １９年 ３月 ３１日 
５．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 助教授    
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） 堀 道雄   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 伊東 信  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  
     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 ) 

様式７ 
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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・和文）  
1) Don Mariano Marcos Memorial State University・ドンマリアノマルコスメモリアル州立大学 
2) Mariano Marcos State University・マリアノマルコス州立大学 

3) State Polytechnic College of Palawan・パラワン州立ポリテクカレッジ 

4) Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology・ザンボアンガ海洋科学技術州立

カレッジ 

5) Mindanao State University・ミンダナオ州立大学 

6) Iloilo State College of Fisheries・イロイロ水産カレッジ 

7) Bicol University・ビコル大学 

8) Central Luzon State University・セントラルルソン州立大学 

9) Cagayan State University・カガヤン州立大学 

10) Pangasinan State University・パンガシナン州立大学 

11) Panay State Polytechnic College・パナイ州立ポリテクカレッジ 

12) Cebu State College of Science and Technology・セブ州立科学技術カレッジ 

13) Davao Del Norte State College・ダヴァオ州立大学 

14) Bureau of Fisheries and Aquatic Resources・農業省漁業水産資源局 
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６．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ビ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。 

 
７．平成１８年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

チーム１では、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った。また、近年東南アジア諸国で問題になりつつ

ある化学物質による沿岸汚染の実態をとらえるための共同研究に着手するとともに、２

００６年８月にイロイロ近郊で発生した石油タンカー事故による重油汚染に対して、石

油成分が沿岸環境に与える影響の評価や環境回復に向けて、共同研究の体制作りと情報

収集を行い、本格的な調査を開始した。 

チーム２では、フィリピン側研究者２名を受入、日本側研究者を３名派遣し、フィリ

ピン独特の浮漁礁であるパヤオの周辺におけるキハダマグロの行動を約１ヶ月調査し、

行動の解析を行っている。また、漁礁が謂集魚の摂餌に及ぼす影響をシマカツオを採取

して調査を行った。 

チーム３では、地域拠点型資源管理組織の実態分析を行い漁民組織、地方自治体が共同

で組織化を図り、地域に拠点を置いた分権的な資源管理組織を形成していることが確認さ

れた。これは集権化が困難な東南アジア諸国において実践的な資源管理組織モデルとなり

うるものである。また沿岸地域において展開しつつあるエコ・ツーリズム（豊かな自然環

境の鑑賞や利用を主たる目的とした観光）の実態を共同で調査し、途上国の沿岸漁村での

エコ・ツーリズムが経済発展の有力な手段であると考えられる。特にサンゴ礁域ではこう

した活動が活発であることが確認され、サンゴ礁域を禁漁区化・公園化し、漁業活動を制

限する一方で観光開発を行うことで、地域経済に一定の浮揚効果をもたらすことが確認さ

れた。さらに両国漁村における女性の労働とその社会的地位を両国研究者が議論し比較す

ることで、そのあり方と女性の地位を検討した。どちらの国においても女性の労働は漁村

において非常に重要であるが、それが社会的地位に反映されていないことが確認された。 
チーム４では、フィリピン側研究者２名を受け入れ、日本側から３名を派遣した。フィ

リピン側の研究は海藻由来のフコイダンなどの物質が養殖魚介類特にエビ類の生体防御能

に及ぼす影響、エビ養殖環境からの病原菌を迅速に検出する方法の確立などが対象であっ

た。また、日本側から派遣した研究者は我が国で既に確立しているクルマエビの生体防御

能の測定方法が現地のウシエビに対しても同様に適応できるかを確認した。今後は現地で

ウシエビを用いた研究が可能となった。 

チーム５では、食品加工・利用分野では、食中毒の原因となり得る魚介類における毒物

の解明を続け、食中毒事例の調査、食中毒原因種であると推定される試料種の同定、毒性

試験などを行なった。その結果、２００６年８月にフィリピン・パナイ島で発生した集団

食中毒はシガテラの可能性が非常に高いことが判明し、フィリピン・パナイ島周辺海域で

食中毒原因種である毒ガニ Demania sp. Lophozozymus sp.を初めて採取することができ、
その毒性は極めて高いことが確認された。 これらの成果は、有毒成分の特定や食品衛生、

公衆衛生、海洋天然物の有効利用に向けたリーディングコンパウンドとしての活性検索な
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どの分野における研究に飛躍的な展開が期待される。 

さらに、フィリピンにおける主要養殖魚であるティラピアおよびミルクフィッシュの可

食部以外の副産物において、免疫・生体防御関連生理活性物質のスクリーニングも引き続

き行なわれた。その結果、ティラピア体表粘液は、細菌に対する若干の凝集活性が認めら

れ、養殖魚の有効利用ならびに付加価値の向上が期待される。 

 

７－２ セミナー 

「持続的な水圏環境の保持と食品への水産資源の有効利用」に関する国際セミナー

を、９月１３、１４日の２日間にわたってイロイロ市で開催した。セミナー第２日には

水圏環境分野の口頭発表があり、藻類の分類・生態に関するものが 3演題、無脊椎動物

の生態に関するものが 2演題、養殖場の環境モニタリングと保全に関するものが６演題、

化学物質による沿岸環境汚染に関するものが２演題発表された。その後行われたポスタ

ーセッションにおいても、水圏環境分野から１５題、食品加工・利用分野から６題が発

表された。セミナーで発表された論文は、U`V Journal の特別号に Proceedings として

出版する予定であり、現在査読作業に入っている。 

２日目に食品加工・利用分野の口頭発表１７題が発表された。今回発表された内容は、

タンパク質供給源としての加工食品の特性把握および品質評価法の提案、加工工程に産出

される廃棄物の有効利用、食中毒の原因となり得る毒物の解明などを取り組んできた結果

であり、特に、食中毒の原因となり得る毒物が、現地で、摂取されている水産物に含まれ

ている可能性が見出され、食中毒事故に対する警鐘が表面化されようとしている。これら

の成果は、水産資源の食品としての有効利用に関して多いに貢献されるものと期待される。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 ９月にＵＰイロイロ校にて両拠点大学の学部長、コーディネーター、サブコーディネ

ーターが集い、交流最終年度となる平成１９年度の交流計画について検討を行い、セミ

ナーを日本国内（鹿児島）で開催すること、チームごとに１０年間のまとめの発表を行

うことに決定した。 

 また、ギマラス油濁事故の現場を視察を行い、フィリピン側主催の初期調査報告会に

参加し、今後もＵＰＶと共に事故現場、周辺海域、漁村などの調査を行うことにした。 
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８．平成１８年度の研究交流の成果 

（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下さい。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

チーム１では、近年東南アジア諸国で問題になりつつある化学物質や石油生物による

環境汚染について、共同研究を開始するとともに、フィリピンにおける分析設備や分析

技術の確立などを推進した。特に２００６年 8月にイロイロ近郊で発生した石油タンカ

ー事故による重油汚染に対しては、石油成分が沿岸環境に与える影響の評価や環境回復

のための研究を共同で行うための体制作りを行い、研究を開始した。 

 チーム２では、交流をとおして、両拠点大学を中心に研究体制を構築しており、拠点

交流事業以外の共同研究も活発に行われている。また、研究体制の強化としてＵＰＶ研

究者の論文博士号の取得や国費留学生の受入等をとおして教員の質の向上を計画して

いる。 

チーム３では、共同研究においては良好なパートナーシップが形成されている。共同研

究を継続することで相互の理解が深まり、研究テーマに関する議論において意見交換の効

率が飛躍的に高まっている。また、お互いの研究ニーズや研究の背景に対する認識が深ま

り、円滑な意思疎通が可能となってきた。大まかな役割分担としては、フィリピン側が研

究フィールドの提供とそこにおける調査の主力を担い、日本側は日本を含めた他国におけ

る先行研究や研究蓄積、新しい研究のパラダイムを提供するという枠組みになりつつある。

今後も現在のパートナーシップを継続することで、より効率の高い共同研究が実現できる

ものと考えている。 

チーム４では、フィリピン側の最大の関心はエビ養殖の生産性を大きく左右する疾病

問題の解決である。これに対してエビの生体防御能の測定方法を現地で確立し、今後フ

ィリピン側が独自にエビ類の健康状態をモニタリングできる体制が構築できたことが

今年度の大きな成果である。 

 チーム５では、食中毒の原因となり得る魚介類における毒物の解明において、現地で

の公式記録にない Lophozozymus.sp による食中毒事例の発掘や試料の採取における自治体

(ネグロス島 Dauin 市役所)への協力依頼が可能になった。さらに、日本での分析結果によ

り、食中毒事故に低減下が期待される。 

 

８－２ 学術面の成果 

チーム１では、（１）漁場環境の保全に関する研究、（２）フィリピンの沿岸生態系の現

状をとらえる研究、の２つを柱に共同研究を進めてきた。（１）ではこれまで主に微積物環

境を中心とした調査が行われてきたが、今年度はさらに農薬や石斧成分などの化学物質の

影響を明らかにするための研究に重点をおいた。フィールドの確定、分析設備や調査技術

をフィリピン側で確立するための作業など、研究に入るための準備作業をほぼ終了し、実

質的な実験の段階に入っている。本年度のセミナーでは、海藻や無脊椎動物に関する共同

研究を継続するとともに、魚類、特に水産有用種に関する調査の成果発表が行われた。ま

た、調査対象を地理的に拡大したため、新産種報告などの新しい成果があった。 

 チーム２では、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し、その結果、その行動パターン等が判明し

た。また、投稿中の論文が国際誌に１件、水産学会誌に１件あり、他４件の論文の投稿準

備中である。 

チーム３では、現在共同執筆による学術論文１報が印刷中（受理済み）であり、執筆中

のものもある状況である。またこの共同研究で得た知見や視野は各研究者の個別研究にも

反映され始めている。社会科学分野は、背景に存在する文化や伝統社会の本質的理解を進

めなければ、具体的な成果が得られない研究分野である。そうした特性から、これまでは

なかなか目に見える成果が出てこなかった。しかしようやく公表できうる形での学術的な
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成果が得られる段階になってきている。 

チーム４では、エビの免疫応答を高める機能性成分として、海藻から抽出されたフコイ

ダンを発見し、その機能の詳細について、フィリピン留学生の博士課程のテーマと関連さ

せて研究を継続している。また、我が国で既に確立しているクルマエビの生体防御能の測

定方法が現地のウシエビに対しても同様に適応できることが判明した。 

チーム５では、UPV, Institu of Fish Processing Technology のスタッフおよび学生、

さらに、South East Asia Fisheries Development Center の研究者を対象に、魚類ゲノム

解析に関する講演を行い、優れた肉質を有する魚類の養殖に対するゲノムデータ利用の可

能性について、議論を深めることができ、さらなる認識が強まった。 

 

８－３ 若手研究者養成 

チーム１では、９月に行われたセミナーにおいて、鹿児島大学連合農学研究科ならび

に水産学研究科の留学生および日本人学生を合わせて１３名がポスター発表を行った。

フィリピン側の若手研究者についても、ポスター発表とセミナー参加を呼びかけた結果、

大学院生も含めて１０数人の参加があった。 

チーム２では、論文博士の取得や国費留学生の受入等を行い若手研究者の養成を予定

している。 

チーム３では、平成１８年度事業においては、派遣研究者として近畿大学 COE 研究員

である鳥居氏がフィリピンに赴き、共同研究を行った。若手研究者らしい斬新な視野か

ら、フィリピンの沿岸地域開発問題の調査を行っており、成果も上げている。今後もフ

ィリピンとの共同研究を行う機会があれば、中核的な役割を担っていくことが期待され

る。 

チーム４では、国費留学生（拠点推薦枠）にて若手研究者１名が鹿児島大学大学院連

合農学研究科に在学中である。 

 チーム５では、広島大学の若手研究者である谷山氏がセミナーにて口頭発表を行い今

までの共同研究の成果を披露し、今後の活躍が見込まれる。 

 

８－４ 社会貢献 

チーム１では、社会的要請の高いテーマとして、２００６年８月にイロイロ近郊で発

生した石油タンカー事故による重油汚染の問題をとりあげ、９月のセミナー前には数人

のメンバーが現地調査に赴くなど、迅速な対応を行うとともに、環境回復のための共同

研究を継続して行っていくための体制作りを行った。その後、分析化学の分野を中心に、

共同研究を開始した。 

 チーム２では、フィリピン伝統の漁礁であるパヤオ周辺の魚の行動を解明し、漁民の

漁獲量の向上につながるようにしたいと考えている。また、オイル流出事後により被害

を受けている網のオイルによる影響を調査し漁民への通知を行いたいと考える。 

 チーム３では、現在までのところ、大きく社会に貢献するような実績は挙げられていな

い。バナーテ湾の地域拠点型資源管理組織の形成において、共同研究グループがその管理

プログラムの形成に対して若干の助言機能を果たしている程度に留まっている。社会科学

分野の研究領域の中核は政策科学であり、政策立案の材料を提供することが大きな目的と

して存在する。その点で今後有用な提言をしていきたいと考えている。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

チーム１では前述の重油汚染に関する研究では、日本側の経験から、長期に渡るモニタ

リングが必要とさており、協力体制の継続が課題である。また、近年この地域においては

類似の事故が増加する傾向にあることから、今後の事故防止と迅速な対応のためのデータ

蓄積も必要である。 
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チーム２では、漁礁に魚が集まるメカニズムの解明のために漁礁からでる音などの他要

因の調査が課題としてあげられる。 

 チーム３では、相手国の社会に対する根本的かつ正確な理解がない限り、学術的な成果

が得られない分野であり、これまでなかなか具体的な成果が出てこなかった。しかしよう

やく相互理解が深まってきた段階にあり、具体的な成果も得られるようになってきた。今

後更にお互いの漁村における文化、制度、社会的背景を理解し合い、複眼的な視野を得る

ことで、さらに深い共同研究を進めていきたい。特に、地域拠点型資源管理組織に関する

研究を進め、東南アジア社会において普遍的に利用できる地方分権型資源管理モデルを構

築することが、最大の課題である。 

問題点としては通信手段の整備が挙げられる。派遣、あるいは招聘した時点での共同研

究、共同調査はスムーズに行えるようになってきたが、平常時における情報交換や連絡を

行う際にメールが届かない事例が複数回発生している。これはフィリピン側のサーバに問

題があることが考えられるが、このようなネット環境が整備・改善されて行くことが望ま

れる。 

 チーム４においては、環境破壊を招かない養殖システムの構築が優先課題の一つであり、

エビ養殖については、マングローブ育成と共存した養殖システムの確立が急務と思われる。

このような環境との共存をテーマにした研究は、データ集積に時間がかかるため、更なる

データ収集が必要と思われる。さらには、エビ類の安全な完全養殖を確立するためのブリ

ーディングプログラムの構築を推進する必要がある。 

チーム５食品加工・利用分野では、食中毒の原因となり得る魚介類における毒物の解明

および養殖魚副産物の有効利用が課題として挙げられる。 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数    ８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  １本 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 
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９．平成１８年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 
（JSPS） 

フィリピン 

（DOST）
   合計 

実施計画 28/322    28/322 日本 
（JSPS） 実績 

 
28/397    28/397 

実施計画 21/322    21/322 フィリピン 
（DOST） 実績 20/356 

 

   20/356 

実施計画       
実績   

 

   

実施計画       

実績    

 

  

実施計画       
実績     

 

 

実施計画 21/322 28/322    49/644 合計 

実績 20/356 28/397    48/753 

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  ０／０  （人／人日）   ０／０  （人／人日） 

 




