
拠点大学交流事業 
平成１９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）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://www.fish.kagoshima-u.ac.jp/fish/jsps/kyoten.html 

 

 

３．開始年度 

   平成１０年度（１０年目） 

 

 

４．交流実施期間（業務委託期間） 

  平成１９年４月１日 ～ 平成２０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：水産学部長 松岡 達郎 

 コーディネーター：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 河野健男 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 
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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 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  

 

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  事務長代理 経理係長 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）College of Fisheries・Professor, Dean・Fortes, Romeo 

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

     協力大学：（英文） 

          （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 
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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 

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。 
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 

７－１ 共同研究 

チーム１（水圏環境及び資源）：日本からフィリピンへの研究者派遣は２０人・日、フ

ィリピンから日本への受入は６２人・日であり、これまで行ってきた沿岸域の環境と生物

多様性の保全に関する研究についてのまとめを念頭に研究を遂行した。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

同研究を昨年度に引き続き継続し、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、石油成分が沿岸環境に与える影響の評価や環境回復

に向けての調査を継続した。また、石油成分分析の手法をフィリピン側に指導を行い、

分析システムの構築を図った。 

チーム２（漁業および漁業技術）：日本からフィリピンへの研究者派遣は３７人・日、フ

ィリピンから日本への受入は８５人・日であり、これまで主に取り組んできたフィリピン

式浮き魚礁パヤオの集魚機構の解明に関する資料収集および解析・整理に関する共同研究

を実施した。 

チーム３（水産社会科学）：日本からフィリピンへの研究者派遣は２２人・日、フィリピ

ンから日本への受入は１０人・日であり、本年度の研究内容は、①フィリピンにおける地

域拠点型資源管理の展開に関する実態分析、②自然を利用したエコツーリズムによる地域

経済開発の実態分析である。①の研究フィールドはパナイ島バナーテ湾で、そこでは地域

共同体を基盤とする地方分権的な資源管理組織が形成され、地域住民のイニシアチブによ

る資源の管理と漁業の調整が行われているが、その実態と成立条件、展開の可能性等を、

日本側、UPV 側研究者との共同で調査、分析した。②の研究フィールドはギマラス島である。

そこでは漁業だけでは生活水準の向上が困難な状況にあり、追加的収入をもたらす手段と

してエコツーリズムが注目されている。両者の共同調査を行い、日本におけるエコツーリ

ズムとの比較等を行った。 

チーム４（増養殖）：日本からフィリピンへの研究者派遣は７人・日、フィリピンから日

本への受入は５９人・日であり、研究は昨年に引き続き、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について行い、鹿児島大学大学院連

合農学研究科に留学中の学生を含めて実験方法についてさらに深く検討した。 

チーム５（水産食品加工）日本からフィリピンへの研究者派遣は１７人・日、フィリピ

ンから日本への受入は６２人・日であり、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継続し、セブ島、パナイ島の２島で、食中毒原因生物を

収集し、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。 
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７－２ セミナー 

１１月１６～１８日の３日間にわたって鹿児島市で１０年間の交流事業の総括を含

めた国際セミナーを開催した。セミナーで発表された論文を、鹿児島大学水産学部の紀

要特別号に Proceedings として出版した。 

チーム１：セミナー第１日に水圏環境分野の口頭発表を行い、水産動物の分類生態と

保護に関するものが３演題、養殖場の環境モニタリングと保全に関するものが４演題発

表された。最終日には重油汚染に関するセッションが組まれ、環境分野からは、重油の

毒性成分の分布や生物に与える影響に関して、５演題が発表された。また、２日目には

大学院生を中心としたポスター発表が行われ、９演題が発表された。 

チーム２：フィリピン側研究者による４件の口頭発表と１１件のポスター発表を行い、

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テーマのうち、漁業管理技術に関

する１０年間の成果を紹介した。 

チーム３：セミナーにおいて、若手研究者によるエコツーリズムに関する研究を発表し、

また、１０年間の共同研究についての総括を発表した。 

チーム４：フィリピン側研究者が４題、日本側が２題の共同研究の成果を発表し、日本

側の教員１名と大学院生２名がポスター発表した。また、チーム４のこれまでの活動報告

を行った。 

チーム５：食品加工・利用分野から、口頭発表７題、ポスター発表２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物性、品質保持法、機能性、

加工残さいの有効利用に向けた遺伝子解析、および食中毒の原因となり得る毒物の解明な

どであり、フィリピンにおける水産資源の食品としての有効利用が重要視され、今後多い

に貢献されるものと期待された。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

フィリピン側メンバー１名の論文博士取得に向けて４月に打ち合わせを行い、７月

に論文発表会を開催した。 

１１月のセミナー開催時に、両拠点大学の実施責任者・コーディネーター・サブコ

ーディネーターで、セミナーの詳細および拠点大学交流事業１０年間の総括・今後の展

望についての打合せを行った。 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

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伴い、UPV では流出し

た石油成分が沿岸の環境や人々の健康、経済に与える影響評価のための研究が開始しさ

れたため、この研究を支援し、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

油成分による環境汚染についても、共同研究を進めるための組織作りを開始した。また、

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。 

 

８－２ 学術面の成果 

チーム１：これまでこの分野では、（１）沿岸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。（２）

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

に関する調査が行われ、結果をまとめる段階に入った。その一部は 11 月に行われたセ

ミナーで発表され、Proceedings にも投稿されている。（１）ではこれまで行われてき

た養殖場やマングローブ域の微生物環境に関する研究、微生物を利用した環境改善に関

する研究に加えて、近年は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

研究に重点をおいており、両者とも現地での採集や分析が行われた。 

チーム２：これまで精力的に取り組んできたフィリピン式浮き魚礁パヤオの集魚機構の

解明について、パヤオから発生していると考えられる水中音およびその発生源と発生機構

を明らかにし、その結果を専門誌に投稿する段階まで取りまとめることができた。また、

同様にパヤオ周囲の魚類の行動特性についでは、直接現地で釣獲したキハダマグロのパヤ

オ周囲での遊泳行動を解明し、取りまとめられた結果はデンマークで開催された国際学会

で発表された。これらのパヤオの集魚機構の解明は、適正なパヤオの設置や最適設計に寄

与し、フィリピン沿岸に無秩序に設置されているパヤオの管理に大いに役立つ知見となっ

た。 

チーム３：フィリピンにおける地域拠点型資源管理の展開に関する研究の成果を UPV 側

研究者との共著学会誌論文として公表した（「地域漁業研究」第 47 巻第１号、地域漁業学

会）。エコツーリズムの研究は、１１月に鹿児島で行われたセミナーで発表された。この共

同研究は現在も継続して行われており、今後の発展が期待される。 

チーム４：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を高める有用な物質を海藻から抽出し、

その影響を検討し、海藻中のいくつかの画分中に機能性物質が含まれていることが確認

された。 

チーム５：２００６年８月に生じたフィリピン・パナイ島で発生した集団食中毒はシガ

テラのよるものであることと、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.の毒性は極めて高いことが再確認された。これらの成果は、有毒成分の特定
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や発生経路を明らかにすることに有益であり、フィリピンにおける今後の食品衛生を含め

た公衆衛生および海洋天然物の有効利用に向けた研究の重要性が認識された。また、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

物における有効利用を図る目的で、免疫・生体防御関連生理活性について検討した結果、

ティラピア体表粘液に、細菌に対する凝集活性が若干認められ、新たな付加価値の向上を

目指した有効利用の重要性が再認識された。 

 

 

８－３ 若手研究者養成 

１１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

究科の留学生と日本人学生、三重大生物大学院資源学研究科学をはじめ、他教育研究機

関の日本人学生などがポスター発表を行った。また、UPV からも大学院生がポスター発

表を行ない、学会発表に対しての意欲の向上が図られた。また、UPV 学生とフィリピンお

よび近隣諸国の研究者を対象に漁業研究における計測手法や生物センサーを解明するため

の実験手法に関するワークショップを開催し、新しい漁業研究に必要なスキルアップをは

かった。また、漁具設計に関する講義を提供するなど、フィリピン国内の大学では十分に

対応できない分野の講義を提供するディスタントエヂュケーションの準備をはじめた。COE

博士研究員として１７年度、１８年度に当事業に関わってきた新任の教員（３４歳）がセ

ミナーで報告を行い、１９年度から鹿児島大学教員として主体的にフィリピンでの共同調

査・共同研究に加わった。このように若手教員がこの事業を通じて、海外での調査や研究

に対する経験を積むことができ、将来に繋がることが期待される。さらに、若手研究者１

名が鹿児島大学大学院連合農学研究科に引き続き在学中であり、来年度の博士号取得に

向けて研究中である。フィリピン側においても、若手研究を含めた研究の継続が要望され

ている。 

 

８－４ 社会貢献 

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影響評価と環境回復のための共同研究を継続して行い、本

拠点事業の後継事業であるネガティプインパクトに関する研究を日本学術振興会の支

援を得て、継続する予定である。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

チーム１：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

リングが必要とされており、協力体制の継続が課題である。 

チーム２：パヤオの集魚機構に関して多くの知見を得たが、今回の成果を軸とするパヤ

オの最適設計や設置に資する十分な資料が得られたわけではない。具体的な設置間隔、詳
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細な設計指針に関する知見を今後も蓄積する必要がある。 

チーム３：本年度で当事業は収束する。しかし２国間での研究者同士の交流や研究協力

は今後も維持していかねばならない。既に各研究者がその意識を持っているが、その繋が

りを維持していく、あるいは強化していくための、具体的な提案や予算化の道筋が見えて

こない。それが今後の課題として一番難しいところである。是非とも共同研究を維持して

いきたいと考えている。また、フィリピン側の若手研究者の育成が急務と考えられる。 

チーム４:養殖業は、フィリピンにおける最も重要な産業の一つである事から、継続的に

推進する必要がある。しかしながら、施設、設備、スタッフなどまだ多くの問題を抱えて

おり、持続的養殖業を発展させるためには、更なる共同体制の充実が望まれる。 

チーム５：上記のように、フィリピン側でも研究の継続が要望されているが、分析機器

が整っていないため、進展に支障をきたす場合も考えられる。交流をいかに継続するかが

今後の課題である。 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数  ２５本 

   うち、相手国参加研究者との共著 １８ 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 ２０ 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９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）

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

（DOST） 
   合計 

日本 

（JSPS） 

実施計画 
 

12／140    12／140 

実績 11／103    11／103 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

（DOST） 

実施計画 45／334     45／334 

実績 48／456    49／456 

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

合計 実施計画 45／334 12／140    57／474 

実績 48／456 11／103    59／559 

 

※ 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 

  5／25 （人／人日）  7／22  （人／人日） 

 


