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１．評価資料の要約 
  日本と韓国は古くから，日本海や東シナ海などの隣接する海から共通の魚介類を食糧資

源として利用してきた。しかし，今日，地球規模での環境変化や過剰な漁獲が近隣海域の

水産資源を減少させている。両国が海洋から食糧資源を長期的，安定的に確保するために

は，両国の研究者が協力して水産資源変動のメカニズムやそれらを取り巻く海洋環境変化

等を明らかにすることが必要である。同時に，両国の健全な養殖漁業の発展のためには，

健康な魚を育てる養殖技術，漁場の環境改善，海洋資源の高度利用，未利用資源の利用技

術の開発に取り組む必要がある。本研究は限りある水産資源を無駄なく有効に，かつ，環

境に負荷を与えずに利用する，「非環境負荷・ゼロエミッション型水産業の構築」を目的と

した。 

 これらの目的を達成するため，水産業の基盤となる環境，漁業，増養殖，食品利用の 4

分野における小課題を設け，その下に複数の共同研究を実施し，成果を得た。 

１）日本海・東シナ海の海洋環境変化と水産資源変動の解明：生息域が両国にまたがる回
遊性魚類の生態と資源変動の原因を解明するとともに，沿岸海域に生息する魚類の分布や

生態を明らかにすることを目的とした。これまでの成果として，過去 30 年間のスルメイカ

資源の変動が産卵回遊ルートが変わったことに起因することが判明した。また韓国各地で

標本を採集し，新種や初記録種を発見し，「韓国魚類大図鑑」の発刊に貢献した。 

２）選択的漁獲技術と資源量評価手法の開発：海洋食糧資源の安定供給実現のため，幼魚
や目的外の生物を獲らない漁具，漁法の開発や音響を用いた資源量推定技術の開発を目的

とした。成果として，音響資源調査に必要な魚類のターゲットストレングスをスルメイカ

など７魚種について測定した。また，共同調査により両国漁業における混獲や投棄の実態

が明らかにされた。 

３）魚介類の品種開発，種苗生産，育成技術の開発：効率的かつ環境を悪化させない増養
殖技術の確立のため，魚病対策，養殖漁場の環境改善などを目的とした。成果として，魚

類の内分泌攪乱物質は西日本や韓国海域では大都市近郊に比べて少ないことが明らかにさ

れた。また，魚類病原ウイルスの検出法と診断法を開発した。 

４）未利用資源の食料，健康食品，医薬品への利用技術の開発：海洋未利用資源の有効利
用をはかるため，海洋微生物や海藻類を用いた機能性食品や医薬品の開発を目的とした。

成果として，海藻の脂溶性画分から肥満を抑制する物質を分離した。また，電解水の殺菌，

除菌作用を解明し，鮮度保持への有効性を明らかにした。 

 また，共同研究の成果を発表し，今後の研究に反映させるため，年 1 回のセミナーを両

国で交互開催し，毎回 100～150 名が参加している。近年は大学院生や PD 研究員など若手

研究者の参加が増えた。セミナーは時宜に合ったテーマを設定し，行政や産業界からの参

加も促し，基調，特別，地域，一般など約 50 件の講演とグループ討議を行なった。セミナ

ープロシーディングは毎年発行し，関係者に配布した。その他の成果として協力大学との

学術交流協定を締結し，多くの留学生を受け入れるようになった。また，ホームページを

開設して，ニュースの発信や情報公開を行なっている。さらに，自主的に外部評価を実施

し，独創性と新鮮さを失わないよう努力をしている。 

 今後の方針として，全ての共同研究がゼロエミッション型水産業の構築という目的に収

束し，産業界に貢献できるよう，研究テーマの再構成を行い，実効的な成果が出せるよう

にしたい。また，両国がアジアのみならず世界の水産学をリードできるよう，国際シンポ

ジウムなども計画している。 
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評価資料の要約（英語） 
 

Japan and Korea have been used common marine resources under the 
same environmental conditions. However, fisheries resources in these areas have 
been remarkably decreased past decade due to the marine environmental change 
and the fisheries activities. In order to utilize the fisheries resources in these areas 
from now on, both countries must cooperate for environmental improvement, fish 
stock management, and their optimum utilization. The purposes and results of 
cooperative research are follows.  

 
1.Elucidation of the relationship between stock fluctuations and ocean environmental 
changes in the Sea of Japan and adjacent waters: To conduct cooperative research on 
the marine resources and environmental changes in the Sea of Japan and adjacent 
waters using training ships from Japan and Korea. We began joint research surveys 
to examine the reproductive and recruitment mechanisms of the Japanese common 
squid, which is a key species in both waters. Also, taxonomic research was conducted 
on specimens deposited at universities in Korea, the new species in 6 families and of 
new or rare fishes in 9 families were discovered. 
 
2.Development of efficient marine fishing technologies and promotion of resource 
assessment and conservation engineering: This sub theme aims to develop new 
fishing devices to prevent by-catch of juvenile and non-target fishes and to improve 
acoustic methods for resource assessment.  
Seven cooperative experiments have been conducted on targeted species in the waters of 
both countries. Scientists have also discussed about development of new fishing gears 
and methods for selective fishing and resource management for zero-emission fishery.
 
3.Improvement of aquaculture for producing healthy fish, shellfish and seaweed: This 
sub theme aims to develop new aquaculture technology, to clarify defense mechanisms 
of fishes and diagnose fish diseases and to restore polluted aquaculture sites. 
Fish-disease problems, health diagnosis and managements of aquatic organism were 
investigated. They proposed that a common health diagnosis is needed in both 
countries following the detection of etiological causes.  
 
4.Exploitation of new fisheries resources for food and medical supplies: This sub 
theme aims to use marine microorganisms and seaweeds as food and for development 
of medical supplies. 
The functionality of marine resources and their high utilization, food Culture and diet 
between Korea and Japan, and the utilization of electrolyzed NaCl solutions for food 
sanitation management and improvement of food functionality were investigated. 

 
To discuss fisheries sciences from diversified viewpoints, joint seminars have 

been held among scientists in each of the above subjects. The titles of these seminars 
are Characteristics of food culture between Japan and Korea, and the r le of fisheries 
sciences (Pusan, 2001), Marine environment and marine ecosystem in the S a of Japan. 
(Sapporo and Hakodate, 2002) and The effective use and management of fisheries 
resources in the coastal region. (Gyeongsang and Tongyoung, 2003) and Natural 
disaster and crisis management t  surround fisheries (Sapporo, 2004), and The 
Zero-emission fishery in the future (Kunsan, 2005). All cooperative researches will focus 
on the realization of zero-emission fishery for a latter half period of the projects. 
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