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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 北海道大学 

韓 国 側 拠 点 機 関： 釜慶大学校 

 
２．交流分野・研究テーマ 

（和文）：水産学・水産資源変動の解明と非環境負荷・ゼロエミッション型水産業の構築          

（英文）：Fisheries Sciences・Elucidation of fish resource fluctuation and development of 
zero-emission fishery with low environmental burden.                  

   交流課題に係るホームページ：http://www.fish.hokudai.ac.jp/active/FiSCUP/                     
 
３．開始年度 
   平成１３年度（ ６年度目） 
 
４．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学：北海道大学 
  実施組織代表者：原 彰彦 （水産科学研究院長・水産科学院長・水産学部長） 
 コーディネーター：飯田浩二 （水産科学研究院教授） 
     協力大学：東京大学・東京海洋大学・長崎大学・鹿児島大学・鳥取大学・ 

東海大学・京都大学・愛媛大学・九州大学 
     事務組織：北海道大学総務部国際交流課および北海道大学水産科学研究院・ 

水産科学院・水産学部事務部（事務長，事務長補佐，専門職員， 
庶務係長，経理係長） 

 
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： Pukyong National University 
 釜慶大学校 

実施組織代表者： CHOI, Jong-Hwa（崔 宗和） 
College of Fisheries Sciences：Dean 

コーディネーター： Lee, Ju-Hee・College of Fisheries Sciences：Professor 
  
  
  

様式 １
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協力大学： College of Ocean Science, Cheju National University 
 （済州大学校海洋科学大学） 
 College of Fisheries & Ocean Science, Chunnam National 

University 
 （全南大学校水産海洋大学）（旧）麗水大学校 
 College of Ocean Science & Technology, Kunsan National 

University 
 （群山大学校海洋科学大学） 
 College of Marine Science, Gyeongsang National University 
 （慶尚大学校海洋科学大学） 
 College of Life Science, Kangnung National University 
 （江陵大学校生命科学大学） 
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５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
 近年，産業全般において環境対応の必要性が問われるようになり，水産業も例外ではな

くなってきている。しかしながら，水産は海洋の生物資源を対象とするため，水産業にお

ける環境対応は広く海洋から陸上にまたがって行われる必要がある。特に日本と韓国が，

古くから日本海や東シナ海などの隣接する海から様々な共通の魚介類を食料資源として利

用し，養殖や水産加工など共通する関連産業を発展させてきたことにも見られるように，

水産における両国の関連性は高く，環境対応が両国共同で進められることの意義は大きい。 
また，現在，地球規模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。

特に，マイワシ，スルメイカ，スケトウダラなどの回遊性魚類は，その生息が両国にまた

がっているため，これらの資源，生息研究には両国の協力が不可欠である。今後，日韓両

国が海洋からのこうした食料資源を長期的に安定して確保するためには，両国の研究者が

協力して水産資源変動の解明の基となる資源量の正確な調査や再生産のメカニズム，それ

らを取り巻く海洋環境の変化等を明らかにすることが必要である。さらに，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，老化した養殖漁場の環境改善，

海洋資源の高度利用，未利用海洋生物の健康食品や医薬品への利用技術などの開発に早急

に取り組む必要がある。 
こうしたことから，本事業では日韓共通の海洋場における水産資源を無駄なく有効に，か

つ，それらを取り巻く環境に負荷を与えずに利用していく非環境負荷・ゼロエミッション

型水産業を構築することを究極の目標とし，その実現のための方策をまとめる。ここで，

ゼロエミッション型水産業を，「環境や生態系に負荷をかけず，再生可能な生物資源を高度

に利用した持続可能な水産業」と定義する。現在の水産業は，海洋生態系や地球環境に多

大な負荷をかけている（下図参照）。そこで，水産業の基盤である，環境・漁業・増養殖・

資源利用の４分野において，“環境に調和した持続的生産”，“混獲と投棄のない漁業”，“安

全で安心な魚介類の増養殖”，“未利用資源の高度利用”の実現を目指し，環境負荷の抑制・

低減をはかるとともに，健全な環境から生産された健康な魚介類を供給する方策を実現す

ることを，本事業の目標とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

増養殖 漁 業

廃棄物等による負荷

陸上環境

○再利用技術の開発
○未利用資源の活用

水産資源変動の解明と非環境負荷・ゼロエミッション型水産業の構築水産資源変動の解明と非環境負荷・ゼロエミッション型水産業の構築

Ultimate Goal

ゼロエミッション型水産業とは，環境や生態系に負荷をかけず，再生可能な生物資
源を高度に利用した持続可能な水産業を言う。

○生産技術の改良
○資源環境の維持
○資源の適正管理

資源と環境の持続性の維持

廃棄物の減量化

消 費

海洋環境

再生産への負荷

健康かつ健全な環境から生産された魚介類の提供健康かつ健全な環境から生産された魚介類の提供

○疾病予防
○種苗の効率的生産

健全な増養殖生産

負荷の抑制・低減のためのアプローチ

増養殖分野

食品利用分野

環境・漁業分野

日韓周辺海域の水産資源の再生産

増養殖 漁 業

廃棄物等による負荷

陸上環境

○再利用技術の開発
○未利用資源の活用

水産資源変動の解明と非環境負荷・ゼロエミッション型水産業の構築水産資源変動の解明と非環境負荷・ゼロエミッション型水産業の構築

Ultimate Goal

ゼロエミッション型水産業とは，環境や生態系に負荷をかけず，再生可能な生物資
源を高度に利用した持続可能な水産業を言う。

○生産技術の改良
○資源環境の維持
○資源の適正管理

資源と環境の持続性の維持

廃棄物の減量化

消 費

海洋環境

再生産への負荷

健康かつ健全な環境から生産された魚介類の提供健康かつ健全な環境から生産された魚介類の提供

○疾病予防
○種苗の効率的生産

健全な増養殖生産

負荷の抑制・低減のためのアプローチ

増養殖分野

食品利用分野

環境・漁業分野

日韓周辺海域の水産資源の再生産
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６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
（環境分野） 
 ○日韓とも，スルメイカ資源の動向には強い関心がある。これまでの交流により，特に

韓国側研究者がスルメイカに関する日本側の最新の研究への理解が深まった。また，

両国相互の海洋調査計画の整合性をはかることができた。 
 ○ゼロエミッション型水産業を目指す研究では，現在未利用の魚種が主たる研究対象の

ひとつとなる。しかし，未利用魚類の中には分類学的に不明の魚類も多く，その多様

性や分類学的な問題点を明らかにする必要がある。本研究では，群山，全州，日本海

沿岸，黄海沿岸，済州島などで精力的に採集活動を実施し，韓国水産科学院の協力が

得られる場合にはそれらの標本を含め，より効率の良い調査研究が出来るようになっ

た。その結果，数多くの新種や新記録種を確認・公表し，韓国産魚類の多様性の理解

に貢献しつつある。済州島近海産魚類の図鑑出版に向け，その計画立案と調査が進展

している。また，韓国の一般人を対象にしたサメ啓蒙書の共同出版の為に，韓国の出

版社の選定などを行った。 
 
（漁業分野） 
 ○資源変動をモニタリングするためのツールとして，超音波を用いて魚の量を推定する

計量魚群探知機がある。これにより，調査海域でどのくらいの超音波反射量があった

かを調べることができる。これを資源量として表現するためには，魚１個体あたりど

のくらい超音波を跳ね返すかの指標であるターゲットストレングス（TS）を用いるこ
とになる。昨年度までに，韓国側・日本側でそれぞれ毎年１回，いろいろな魚種の TS
を測定してきた。今までに両国あわせて５魚種の TSを明らかにしてきた。しかしこの
値は，異魚種間や成長過程により変化するため，非常に多くのパターンでの測定が必

要となる。これについては今後も継続してデータを収集する。 
一方，両国の練習船を用いた実際の音響調査も開始した。両国水域での音響データ

ならびにサンプリングギアによる魚種確認のためのサンプリングも始めた。今後，さ

らにデータを収集し，資源量推定の高度化をはかり，資源変動のモニタリングを迅速

に行う手法を開発して行く。 
○また，拠点大学交流の開始当初平成 13年からの３年間，韓国漁業の実態調査を主目的
とした交流も行ってきた。それ以前は，北大側の漁業研究者は韓国の漁業事情につい

てほとんど不明な状況であり，この３年間の調査交流は，特に日本側にとって極めて

有益であった。 
続く平成 16，17 年は，FAO の動きに連携し，日韓両国で混獲・投棄魚に関するフィ
ールド調査を実施し，両国および世界共通の手法による混獲・投棄魚データの測定を

行い貴重な共同研究成果となった。 
 
（増養殖分野） 
○日韓両国における水産増養殖魚病問題養殖漁場の環境など，両国の増養殖生産に関す

る現状を相互に理解すると共に，両国の共通した問題点を抽出し，これを解決すべく

共同研究の方向性を論議し，現状を把握するセミナーおよびミニシンポジウムを行っ

てきた。具体的には，増養殖技術における水産増養殖生物の生殖生理遺伝的多様性と，

育種に関する研究内分泌撹乱物質の魚類への影響に関する研究交流を行った。当初の

交流目的は達成されたと考えているが，今後はゼロミッションをより念頭に入れ，目

標を達成するため研究活動を行う必要性を感じている。 
 ○昨年度までに，種苗生産施設および養殖施設における疾病防除対策を日韓双方で検討

し，防疫マニュアルを作成するに至った。これまでの交流を通じ，種苗生産期および

養殖期に日韓共に共通の疾病があり，これが増養殖の大きな制限要因であることが明

らかとなった。増養殖の安定化と共に，環境に配慮した養殖として，陸上での循環飼
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育，特に閉鎖循環飼育が有望であることが示された。そこで次期目標として，健康で

安全な魚を養殖するための閉鎖循環飼育装置の開発を行うこととなった。 
 
（食品利用分野） 
 ○日韓両国において，生活習慣病が急増している。我々は，その原因の一つである肥満

に着目し，その食生活を通しての防止法を検討している。既に日本人を対象として，

ヒスチジン高含有タンパク質摂取による摂食抑制作用を報告した。今年度から韓国に

おける食生活データを用いた分析を始めるが，昨年度までの交流で，韓国における食

生活データの収集体制がほぼ構築できた。 
 ○日韓両国では共通の水産資源を原料としながらも，異種の水産食品，伝統的食品が形

成されてきた。これまでの日韓の研究交流活動により，両国の水産資源の利用のあり

方と問題点を実地検証し，新たな有効利用開発を目指し，ゼロエミッション的発想に

より，既利用資源については有用成分のさらなる高度利用，および未利用資源の新規

資源としての可能性について共通認識を培ってきた。また，資源や生産物の有効活用

の基盤となる衛生化技術についても実用化あるいはそれに向けた実証試験が行われる

に至った。前年度までに何本かの共同研究が実質的に動き始め，当初の目標は概ね達

成されたが，食品利用分野の共同研究をさらに発展させるため，研究課題を整理・再

編することとした。 
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７．平成１８年度の研究交流目標 
（環境分野） 
 ・日韓ともスルメイカ資源の今後の動向に関心が高い。両国間でのスルメイカ資源の持

続的利用と高付加価値化を推進するため，両国をまたぐ回遊，再生産状況など資源変

動予測に不可欠な情報交換，共同解析を行う。 

 ・済州島近海産魚類の図鑑出版に向け，済州島沿岸の標本採集に力を注ぐ。また，平成

18 年度からは，韓国水産科学院の調査により提供される日本海産魚類と共に，新たに

済州島にある韓国水産科学院からも魚類標本が提供されることになっており，これら

の分類学的な調査をも実施する。図鑑については，その内容等を検討すること，サメ

啓蒙書については本年度の刊行を目指す。 

 

（漁業分野） 
 ・TS測定については魚種や大きさを変え，データの蓄積を推進する。また，船を用いた

有用魚種の音響資源調査を行う際に，近年大発生し，一種のノイズと考えられる大型

クラゲの音響による判別法を確立する。 
 ・また，混獲・投棄魚データについては，平成 17年度に引き続き，さらに両国において

統一的な調査手法による混獲・投棄魚データの蓄積をはかる。 
・加えて，両国の漁業統計比較による，日韓における沿岸漁業の生産性の評価と比較研

究の予備調査を行う。 
・また，エビかご漁業における，これら混獲・投棄魚の原因となる漁具の選択特性を調

査，機能性を持った混獲回避型エビかご漁具の開発を行う。 
 
（増養殖分野） 
・非環境負荷・ゼロミッション型水産増養殖技術の構築を目標に本交流事業では日韓共

通の魚介藻類を対象とし，魚介類（底棲性魚類，ボラ類，ウニ類，アワビ類）の卵黄

形成に関する生殖生理学的研究ならびに魚介藻類（サケ・マス類，ケガニ，ホタテ，

ノリなど）の野生集団の遺伝的多様性および集団構造や系群を分子マーカーにより把

握する遺伝育種学的研究に関して共同研究を行う。 
 ・日韓両国において，これまでに開発・蓄積されてきた閉鎖循環飼育装置のノウハウを

調査し，今後開発すべき養殖システムの必要十分条件について，ワークショップを開

催し両国で議論する。 
 
（食品利用分野） 
 ・今年度から，特にヒスチジン摂取による肥満防止について，韓国での栄養調査を行い，

その結果に基づいた検討を開始する。韓国側にはこのような検討例が全くないので，

データ収集と併せて研究交流をおこない，これまでの成果の理解を深めてもらう。 
 ・前年度までに得られた情報を基盤として，研究グループと課題を整理した上で共同研

究を発展させ，有用成分の機能探索を継続するとともにそれを活用した食品・機能素

材の設計と評価を行う。また，食品の安全性確保の観点から，最近両国で表面化して

いる水産食品によるアレルギーの問題について，その解消策を探るとともに，食品や

医薬品などの機能素材として水産資源を量的，質的に有効利用するための微生物制御

技術の構築，有害成分の除去技術の確立など両国の資源利用実態に即した技術を共同

で研究，提案し，あるいはそれに向けて情報交換し，研究提案を行う。 
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８．平成１８年度の交流事業の概要 
８－１ 共同研究 

（環境分野） 
 ○韓国側で解析中のスルメイカ幼生の分布に関する結果が出た場合は，これと日本側調

査結果を併せ，特に秋の産卵場解析を行う。日本側が実施しているスルメイカ放流の

韓国側での再捕結果を得ることにより，最近の産卵回遊経路を明らかにする。 
 ○済州島近海産魚類の図鑑出版に向けては，主に済州大学校と群山大学校の韓国側研究

者，淡水魚に関しては全北大学校の研究者などと，共同研究を実施する。韓国水産科

学院の調査により提供される魚類標本については，日本側の分担研究者が割り当てら

れた分類群を韓国側研究者と原則的に共同で研究を実施する。サメ啓蒙書の出版に当

たっては，済州大学校と群山大学校の韓国側共著者と協議を続け，刊行を目指す。 
 
（漁業分野） 
 ○音響データの収集：６月日本，８月韓国で TS測定を行う。６月韓国側練習船，１０月

日本側練習船による日本海・東シナ海での音響調査を実施する。また，大型クラゲの

音響特性を詳細に調べるため，国内においてその基礎データを収集する。 
 ○混獲・投棄魚：日本全国の各種漁業の中でこれまで混獲投棄実体が未調査であった漁

業種を対象に商業漁船への乗船調査を実施し，漁業種ごとの投棄比，単位努力量当た

り投棄量などの混獲投棄量推定に必要な基本統計量を求め，既往の知見と合わせて日

本の海面漁業における混獲投棄量の信頼できる推定量を得ることを研究目標とする。

これにより，漁業開発管理のために重要な基礎資料の一つを提供できる。加えて，日

韓における沿岸漁業の生産性の評価と比較研究の予備調査を行い，両国の漁業生産技

術の相対的評価を検討する。 
○混獲回避型エビかご漁具の開発：漁獲技術は主に対象生物種を選択的に捕獲すること

にのみ着目してきた。しかし，現在では対象種の漁獲量の減少と，混獲・投棄される

種の増加がみられるようになり，これらの量を低減することや操業などに伴うエネル

ギー消費を抑えることも考慮したゼロエミッション型の漁業が求められて来ている。

このためには道具としての漁具の改良や新型漁具の開発が必要となる。技術の発展は

違った見地から見ることで，改良や新技術の開発が促される事も多く，この点では日

本と同様に漁業を行っている韓国の漁業者や研究者の視点も合わせて研究することは

有効な方法である。これに従って両国の研究者，漁業者が共同で開発，試験を行い新

しい型や素材，漁法に関する開発・実証を行う。 
 
（増養殖分野） 
○底棲性魚類の効率的養殖を行うための基礎知見を集積する。特に雌の卵黄形成に関す

る生化学的研究を行い，卵黄形成機構を明らかにする。 
○水産重要種である無脊椎動物の成長と成熟機構解明の一助として卵黄蛋白の蓄積機構

の解明を行う。 
○魚介藻類の野生集団の遺伝的多様性および集団構造や系群を分子マーカーにより把握

する。また，産卵成長に係わる遺伝・環境要因を生理学的マーカーにより評価する。 
 ○日韓両国において，これまでに蓄積されてきた閉鎖循環飼育装置のノウハウを調査し，

ワークショップを通して結果をまとめる。 
 
（食品利用分野） 
 ○日本においても韓国においても，生活習慣病の増加は深刻な問題である。肥満を防ぐ

ことは生活習慣病の予防に重要である。肥満の最も大きな原因は食べ過ぎである。 本
共同研究は，ヒスチジン高含有タンパク質摂取と肥満防止との関連を，日本と韓国の

若年層を対象として調べることを目的としている。 
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 ○前年度までの有用成分の機能探索を継続するとともにそれを活用した食品・機能素材

の設計と評価を行う。また，食品の安全性確保の観点から，水産食品によるアレルギ

ーの問題とその解消策，水産資源を有効利用するための微生物制御技術，有害成分の

除去技術の確立など両国の資源利用実態に即した技術について情報交換し，研究提案

する。特に，未利用資源や利用副産物からのタンパク質・酵素，脂溶性機能成分の抽

出，分別と食品機能性，生物活性の検討，および，水産未利用成分の分析・同定に関

する研究について，研究者の派遣を行う。セミナー開催に合わせて，関連課題のシン

ポジウムを開催する。 
 

８－２ セミナー 

 毎年，日韓交互に開催している全体セミナーは，８月２８日，２９日の両日，北海道大

沼国際セミナーハウスにおいて実施する。今回のテーマは，「日韓の持続的水産業」とし， 

環境・漁業・増養殖・資源利用の面から持続可能な水産業を実現するためには何が必要か

を，現状把握を行いながら議論する。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究，セミナー以外の交流） 

 本年度の交流実施計画の確認およびセミナー開催方法を打合せするために６月に韓国側

コーディネーター一行を招へいする。また，本年度の交流結果を確認し，次年度の計画を

立案するために，２月に研究者を招へいする。 
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

  派遣先 

 

派遣元 

日 本 

（JSPS） 

韓 国 

(KOSEF) 
合 計 

日本（JSPS）  ３４/１６４ ３４/１６４ 

韓国（KOSEF） ５５/２１５  ５５/２１５ 

合 計 ５５/２１５ ３４/１６４ ８９/３７９ 

 

９－２ 国内での交流計画 

４６／１１２（人／人日） 

 
 


