
 1

拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施報告書 

（確定版） 
 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学： 北海道大学 

韓 国 側 拠 点 大 学： 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.           

 交流分野・研究テーマに係るホームページ：http://www.fish.hokudai.ac.jp/active/FiSCUP/                
 
 
３．開始年度 
    ２００１年度（平成 13 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：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 
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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, Chonnam 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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６．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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７．平成１８年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

（環境分野） 
○昨年同様，日韓双方で漁獲されているスルメイカ資源変動解明の鍵となる日韓双方の

再生産―育成海域での調査手法，資源解析，資源動向の予測について，セミナー，研

究者相互派遣時に意見交換，一部データの交換などを実施した。特に，2005年冬は，

日本海が寒冷化したことによる産卵回遊経路の変化（韓国東岸回りが減少し，日本の

北陸沿岸への来遊）が認められたことについて，討議した。 

 ○済州島，および淡水域で魚類の採集と分類学的研究を共同で実施した。済州島魚類図

鑑の出版計画を具体化した。韓国一般向けに韓国語によるサメに関する単行本を日韓

共同で出版した。研究セミナーで研究発表と討議を行った。 
（漁業分野） 
 ○昨年度に引き続き，日本海で大規模な大量漂着が見られている大型クラゲについて，

分布や音響特性に関する調査を行った。現在，詳細な解析を行っており，来年度も継

続して調査する予定である。 
 ○２件の派遣，１件の招聘による共同研究を実施した。前者は韓国のタコ釣り漁業の混

獲に関する実態調査とソウル市内の水産市場の調査見学および韓国の水産物の輸入に

関する聞き取り調査であり，後者では日韓漁業における漁具の選択性に関する研究に

ついて打ち合わせ，および函館近郊の漁港における漁具使用状況の調査を行った。 
（増養殖分野） 
○ゼロエミッション型水産業構築に向け，環境に優しい増養殖システムの開発のための

基礎となる技術に関して両国の情報を交換し（8 月，七飯町），相互理解を深めた。ま
た，安全・安心な増養殖の基礎となる環境エストロジェン，増養殖魚類の遺伝的多様

性を保つための基礎となる各種 DNAマーカー等に関する研究が進展した。 
○日本および韓国において，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

調査するとともに，現在両国で共通の問題になっているウイルス病の調査を行った。 
（食品利用分野） 
 ○H18 年 5 月～7月に両国で主として女子学生（大学 1-4 年生）を対象としたアンケート

法による栄養調査と食習慣調査を行った。その結果から，エネルギー摂取量とタンパ

ク質摂取量当たりのヒスチジン摂取量との相関とその相関に及ぼす因子について考察

した。また体脂肪率を含む身体計測を行い，正常体重肥満と食習慣との関係について

検討した。 

 ○水産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，２件の研究者派遣を行い，試料の採取，抽出，精製において実際的な共同

研究に進展し，さらなる発展が期待される。 
 

７－２ 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した。今回のテーマは，「日韓の持続的水産業」であり， 

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した。 

 

７－３ 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４名を招へいした。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月末に再びコーディネーターを招へいした。 
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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 

○釜慶大学校および国立水産科学院の研究者，および日本側の北海道大学，水産総合研究

センター，水産試験場の研究者間で，スルメイカの生態と資源に関する情報交換を行う

ことができた。特に，2005年冬―春の日本海―東シナ海産卵場の寒冷に伴う変化があっ

たことから，これに伴う索餌回遊と資源量の変化について，2006年にどのような現象が

生ずるか，日韓で情報を収集し，2007年の拠点交流の際に，議論することとなった。 

○全北大学校，群山大学校及び済州大学校の研究者と緊密な研究協力体制が構築されて

おり，現地での標本採集や研究協力なども順調に行われている。韓国水産研究所の魚

類採集協力が得られ，研究協力体制も充実しつつある。 

○釜慶大学校，麗水大学校，水産科学院，海洋研究院の研究者との連携をはかり，練習

船への乗船や韓国側フィールドでの実験を行った。この実験の準備やサンプルの確保，

各種測定において韓国側の協力がスムーズに得られるようになってきた。また，各種

音響測定の手法を韓国側へ伝えることが出来た。 

 ○日韓双方の研究者は，もっと活発な交流を希望しているが，実施可能時期が夏期休暇，

冬期休暇時期に限定されること，また，この時期に双方のスケジュールが繁忙を極め，

これが研究交流の実施の妨げとなっている。これに対応するために，留学生や研究生

による交流に力を入れているところである。 

○日韓両国に共通する問題点の理解がすすみ，両国の共通種に関しての情報交換，相手

国からの試料の供給並びに相手国への試料の提供などの研究協力体制がより明確にな

ってきた。 

 ○両国間における共通のウイルス病が洗い出され，魚類病原ウイルスの防疫対策の構築

においての認識が一致できたとともに，より強力な協力体制が構築された。 

○両国において，同じ方法で栄養調査および食習慣調査が行える体制を確立した。また，

体脂肪率の測定に関しても，機種はことなるものの全身のインピーダンスを測定する，

同様の測定法を確立した。また，共同研究を含む研究交流を促進するために，第１回

日韓栄養・食生活比較研究シンポジウムを 2006 年 10 月 29 日に開催し，そのプロシー

ディングを作成した。 

 ○海産未利用生物内臓酵素に関して，韓国釜慶大学校全炳秀教授の超臨界抽出による脱

脂と日本側での精製と特性解析で相互協力した。また，海藻の機能成分に関しては，

韓国江陵大学校趙舜栄教授，金相武教授と試料採取，抽出・分離，構造決定，機能評

価の一部を共同するとともに，研究方法と結果についての討論のための交流が進んだ。

また，当初から共同研究を行ってきた韓国食品開発研究院との共同研究が順調に進み

そうである。 
 

８－２ 学術面の成果 

○スルメイカの生態，生活史，資源変動について，日韓で共通の理解ができた。これに

伴い，双方の調査手法（海洋環境測定，衛星データによる漁船分布と海洋環境との関

係，ふ化幼生のボンゴネットによる採集）を共通化することができた。 

○済州島でこれまでに記録されていなかった南方性魚類を新たに発見した。これらにつ

いては韓国初記録種の魚種として，韓国魚類学会誌に投稿中である。また，済州島の

魚類図鑑は出版に向けて作業が進行中で，この図鑑の基礎となるチェックリストの原

稿作成が近々終了する。 
○昨年度に引き続き，両国での大型クラゲの基礎的な音響データの取得が出来た。これ

らの解析について両国で議論し，次年度さらなる高度化をはかる。 

 ○漁業実態調査，市場調査を中心に実施している。両国の学術研究面に互いに効果を与

え合いながら研究を進めている。 



 6 

○安全・安心な増養殖環境を保証するための日韓共同での環境エストロジェン影響に関

する調査が進展するとともに，増養殖魚類の遺伝的多様性を保つための基礎となるマ

ガレイのマイクロサテライトマーカーを用いた親子鑑定やサケ科魚類の DNA マーカ
ーに関する研究成果の一部を報文として報告できた。また，のり類の新品種開発の基

礎となるスサビノリ近縁種の多型解析を日韓両国の試料を用いておこなった。 

○ニジマスの病原ウイルスである IHNV は，1970 年代に米国より日本に持込まれ定着し，

1980 年代に日本から韓国に持ち込まれたものであることが，遺伝子レベルで明らかに

された。一方，両国で認められるヒラメのリンホシスチス病原因ウイルス（LCDV）は，

遺伝的にほぼ一致していることが明らかになり，古くから両国に存在したことが明らか

になった。 

○両国における栄養調査の結果から，タンパク質充足率が高く，タンパク質摂取量当た

りのプロリン摂取量が低いほど，エネルギー摂取量とタンパク質摂取量当たりのヒス

チジン摂取量との負の相関関係が高いことが判明した。また，朝食の欠食はエネルギ

ー充足率を低下させることや，正常体重肥満の要因として外食やファストフードへの

高い依存率があげられた。 

 ○水産未利用資源や利用副産物および食品成分からの機能成分の抽出・精製方法とおよ

び機能評価に関連して，いくつかの共同研究の成果が具現化するようになり，成果の

一部は Food Sci. Biotech.誌に投稿，受理されたが，さらに共同研究の成果を学術論文と
して両国で執筆することを確認した。 

 

８－３ 若手研究者養成 

○昨年度同様，釜慶大学校のスルメイカをテーマとする大学院生に，ふ化幼生の種判別

方法，成体イカの成熟判別，胃内容物の解析方法の指導を行った。1名の釜慶大学校修

士学生が，2007 年度に北大博士課程に進学を希望しており，受入について検討した。 

○韓国における現地調査，日本の大学院生の韓国訪問，韓国からの大学院生の訪問などを

通じて，韓国における大学院生や若手研究者の養成に貢献した。 

○韓国で行ったフィールド調査において，両国の大学院生が多数参加した。これにより

彼らの研究に対する意識が高まり，今後，両国の留学生の派遣や招聘につなげて行き

たいと考える。また，本事業に長年携わってきた大学院博士後期課程の院生が，本事

業における研究テーマを通して博士号を取得した。 

 ○留学生，研究生の交流に力を入れている。韓国からの留学希望者が多いのに対し，日

本側学生の韓国留学希望者はほとんど皆無と言える。これには両国の大学就学制度上

（たとえば大学の学期の相違など）の問題も考えられるのではないか。 

○協力大学から留学していた２名の韓国人留学生が博士（水産学）の学位を獲得した。

また，協力大学より 1名のポスドクが来日し，研究を推進中である。さらに大学院生 1
名・ポスドク１名を韓国でおこなわれた学会に派遣し，成果発表をおこなわせた。 

○本グループでは，全南大学校および釜山大学校から各１名の博士後期課程の留学生を受

け入れており，また釜山大学校から１名のポスドク研究者を受け入れ，若手研究者の養

成を行っている。 

○両国における栄養調査，食習慣調査，身体計測において，調査員として大学院生や栄

養士資格を有する若手研究者が参加した。 

 ○セミナー分科会では大学院生２名が，酵素修飾によるリン脂質の機能改変，および，

超臨界抽出法で脱脂したヒトデ内臓粉末から酵素の精製とその性質についてそれぞれ

口頭発表し，また，板橋 豊教授は共同研究のために訪れた江陵大学校の大学院生・教

員に対して関連テーマの特別講演を行った。 

 

８－４ 社会貢献 

○2006年9月6日～9月13日の間，韓国KBS放送が，北大側のスルメイカ飼育実験，気候変
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化に伴うスルメイカ資源変動などの取材を行った。この内容は，2006年12月16日（土）

20:00～21:00に，韓国で全国放映された。内容は，日韓でスルメイカをどのように利

用しているか，資源管理の考え方，最新の日韓双方のスルメイカ研究などが紹介され

た。韓国側ではTAC（漁獲許容量制限）制度がまだ整備されていない。そのため，今後

の資源管理と持続的利用に向けて，日本ではどのような取り組みがなされ，韓国で今

後どのような管理方策が求められるかなど，日韓拠点大学交流に参加しているスルメ

イカ研究者がインタビューを受けた。 

本放送は，スルメイカが日韓をまたがって回遊すること，それを共通に利用している

ことを韓国で初めて知ってもらう機会となった。また，その資源を持続的に利用する

ためには，日韓での共同研究や，意見交換が重要であることを放送しており，本拠点

交流の成果と考えている。 

○韓国への社会貢献を目指し，韓国の自然保護に関する認識を深め，海や自然を理解して

もらう為に，済州島魚類図鑑の出版計画の具体化を図った。また，韓国の小学生や中学

生を対象としたサメに関する単行本（全 200 ページ）を，日本人著者が韓国の研究者と

共同出版したが，この出版物は，一般の方々の海洋や魚類に対する啓発，また小中学生

などの若い年齢層へのメッセージや，海洋や魚類研究を目指す人材の発掘などの意味合

いがあり，韓国の一般社会に対する社会貢献である。 

○大型クラゲについては韓国側でも話題になっている。昨年に引き続き，韓国側の TV 局

のインタビューを受けたり，実験の様子が放映されたりした。 

 ○韓国は最近水産物輸入国となった。概略，韓国市内の販売店における水産物の５割は

国産品であるが，他はロシア，中国産を中心とする輸入品といえる。漁業技術問題は

日韓を超えて，ロシア，中国そして東南アジア各地に拡散している。日韓共同研究の

あり方にも影響すると思われる。 

○両国の増養殖産業において，ゼロエミッションを考慮すると陸上での閉鎖循環養殖シ

ステムが重要な役割を担うことが予測される。本事業において閉鎖循環システムの現

状を明らかにするとともに，安全・安心を保証するための基礎研究が進展したことに

より，その礎が築かれた。 

○第１回日韓栄養・食生活比較研究シンポジウムを 2006 年 10 月 29 日に開催した。 

○超臨界抽出法で調製したイトマキヒトデ内臓由来ホスホリパーゼ A2の産業利用につい

て，韓国側企業と共同研究契約を締結することで合意し，現在，協議中である。 
 

８－５ 今後の課題・問題点 

○韓国側のイカ類研究では，大学と水産科学院研究者間で交流が少なく，日本側からの

交渉も両方個別に行わなければならない。この点は，前述のTV放送で，少しずつ改善

の方向にある。 

 ○標本採集方法をより多様にすることによって，さまざまな環境に生息する魚類を入手

することができるが，実際の韓国側の漁業形態や水産研究所の協力体制に若干の問題

があるため，共同研究者の採集努力が期待される所である。 
○大型クラゲの大量発生はそれ自体に留まらず，生態系から見て他の生物への影響が大

きい。大型クラゲは音響的にはプランクトンやイカ類の部類に入り，他の有用水産資

源との判別法の開発が急務である。今までに引き続き大型クラゲの音響特性を調べ，

広域分布やその量を把握する方法を開発することで，有用水産資源変動への影響を調

べなくてはならない。 

 ○円高，ウォン高に伴う安価な外国産の輸入に対抗し，両国内の漁業生産・漁業者を守

って行かなければならない。その解決策のひとつとして，国内産水産物の高付加価値

化が考えられ，これについては韓国の活魚技術は重要な参考になる。 

○ゼロエミッション型増養殖の効率的な推進に向け，育種および種苗生産技術などに関

する研究交流のより一層の推進が必要である。また，生産された産品の衛生確保（産
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地から消費者まで）に関する研究交流が必要である。 

 ○次年度には，陸上で飼育するための装置を設計し，モデル装置における飼育尾数，給

餌量等，有機物の負荷量と硝化槽における分解量を測定し，殺菌の必要性とその強度を

測定する。 

○対象者を増やして栄養調査，食習慣調査，身体計測を行い，肥満（正常体重肥満を含

む）に対するヒスチジン摂取の効果やヒスチジン摂取に有用な食習慣について解明す

る。また，ヒスチジンの肥満防止作用へ影響を及ぼす因子について検討する。研究費

の確保が問題であるが，現在，平成 19 年度独立行政法人日本学術振興会韓国との共同

研究を申請している。 

 ○水産資源の有効利用とその安全活用は，日韓両国にとって共通の重要課題であり，独

自に研究が行われてきた。共同研究は，手法や結果に対する討論が主体であり，成果

は少しずつ得られつつあるが，さらなる実質化にはさらに工夫が必要である。 
 

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 ９１ 本 

うち，相手国参加研究者との共著 １２ 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 ６ 本 

 

著者 １ 冊 相手国参加研究者との共同出版 

 

（※ 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）

韓国 
(KOSEF)    合計 

実施計画 34/164    34/164 日本 
（JSPS） 実績 

 
22/137    22/137 

実施計画 55/215    55/215 韓国

(KOSEF) 実績 63/251 
 

   63/251 

実施計画      
 

実績   
 

   

実施計画      
 

実績    
 

  

実施計画      
 

実績     
 

 

実施計画 55/215 34/164    89/379 
合計 

実績 63/251 22/137    85/388 

 

※ 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 

 ４６ ／１１２（人／人日） ６５／１６２（人／人日） 

 


